体育祭
盪魏ンもうすぐ、

rr

9月 25日 (金 )に は体育祭が行われます。その日の天候によつてはまだまだ気温が上がる
可能性があります。熱中症やケガを予防して万全の体調で臨みましょう。

9月 も半ばにな り、日中は暑い日が続 いていますが、朝夕の風に秋の

◎ 早 <寝 て体調 を整 えよ う!!
◎ 手足 の爪 は短 く切 つてお こう1
当 日の朝 は・ ・・
◎ 朝 ごはん は腹八分 目‖ 消化の良 いもの を摂 ろ う!!
◎ 水筒 とタ オル を忘れず用意 しよ う1
熱中症 対策 ̀感 染症対策 に、 こまめな水分補給 !!

気配が感 じられるよ うにな りま したね。季節の変わ り目は体調を崩 し
やすい時期でもあ ります。授業や部活動に元気に取 り組めるよう、自分
の体調の変化に気を配 りま しょう。
疲れが溜ま つているなと感 じた ら、秋の夜は リラ ックス &早 めに就
寝で、夏の疲れを回復 し体調を整えて <だ さいね。

水分補給には麦茶 に一つまみ程度の塩を混ぜたものがおススメです。
◎ サイズの含 つた履きなれた靴を履いて こよう1

競技の前は 00・ ￨

9月 9日 勝救急 の日

◎
◎

.

しつか りと準備運動 (体操や ス トレ ッチ )を しよ う!!
靴ひもは しっか り結ぼ う1

9月 9日 は救急の日です。急病や事故、災害はいつ誰の身 に起 こるかわか りません。ち ょっ
と した不注意や悪 ふざけが人事故 につながることもあ ります。も しも目の前で急に誰かが倒れ
たら、あなたは何ができますか。自分自身、そ して大切な人の命をまもるために、いざという時
どう行動するか、 どう備えるか、 この機会に想像 し考えてみてください。

◎ マスクを持参 しよう!! 応援は心を込めて「小声」で1
熱中症対策でマスクを取る際は、人と距離をあけ、取ったマスクは落とさないようポケッ
トに入れましょう。
気をつけていても体調が悪 くな つて しまうことはあ ります。当日、自分の体調
がおか しいな、何かいつもと違 うな、と感 じた時は早めに周りにいる先生やクラ
スの保健委員に申 し出てください。
競技中負傷 した時は、自分で歩ける場合は砂を落 として、傷 □を しっかりとき
れいに水道水で洗い流 してから救護テ ン トまで来るように しま しょう。

υスマホのアプリやネットで、近くのAEDが ある施設を見られます
υ家の近 <な らどこにあるかな ?調 べてみま しょう。

*『 神戸市 まちかど救急ステ ーシ ∃ンマ ップ』で検索
υ遠足で行く先にはどこにあるかな ?

*京 都市AED設 置施設検索システム
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策害共清給付制度

*ユ ニバーサルスタジオジャバン
救護所 (入 場ゲー ト入つてすぐ右手)に AED設 置
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6学校を欠席するこきに…6
体調不良で学校をお体みする際に、おうちの方から学校に欠席連絡を入れてもらつていると
思いますが、その際に「 体調不良」
「 不調」ではなく、どこがどのように調子が悪いのか (熱
がある、咳が出る、頭痛、腹痛、吐き気がある、おなかを下 している、めまいがある、全身が
だるいな ど)く わ し<伝 えてもらって <だ さい。みなさんの状態を正 しく把握するとともに、
校内での感染症の流行を早期 に察知するためにも必要なことなのでよろ しくお願い します

!

災害共済給付は、学校管理下 (登下校・ 授
業・ 部活動・ 学校行事 等 )に お いてみ なさん
が災害 (不 慮の事故・ 怪我・ 熱 中症 等 )に あ
った場合 に、治療費や見舞金の給付 を保護者
にお こな う制度で入学の際 に全員加 入 して い
ます。

夏体み中に部活動等で怪我を して病院で治
療を受けた人でまだ手続きを していない人は、
きちんと顧間の先生に報告 し手続きのための
書類を保健室まで取 りにきて <だ さい。
手続 きの流れは生徒手帳

P57に も記載されて います。
わ か らな い こ とが あれ ば 保
健室 まで連絡 して くだ さい。

健康診断結果一覧配布
健康診断の結果 一覧を配布 しま した。自分
の健康1犬 態を再確認 しま しょう。自分の身体
の状態を自分で把握することは健康管理の第
1歩 です.そ して保護者にも必ず見てもらっ
てください。
健診後、結果のお知
らせ を受 け取 つた の
にまだ病院受診 して
いない人は、なるべ く
早く受診 臥 受診結果
報 告 を保健 室 に提 出
して ください。早期に
治療 し、 よ り良 い状態 で授業や部活 動 に取 り
組み ま しょう。

一覧表の記載内容に誤りや質問がある場合
は保健室まで連絡 して <だ さい。

