暑い日が続くと、身体がだ

ビタミン・ミネラル類をしっ

切です。特に、タンパク質・

◆ミネラル（身体機能維持・

トマト、ピーマンなど

私たち３年生の生活コース
は、資格取得学習として介護
職員初任者研修を４月 日か
ら行っています。
この実習は、札幌にある西
野学園から先生をお招きして
学習をしています。事前に課
題が渡され、 点以上をとれ
るくらいまで予習をします。
授業では普段の学校の授業
時間よりも１時間多い７時間
授業となり、夏休み中にも介
護についての基礎知識の講義
はもちろん、実技の講習が行
われます。西野学園の先生方
が細かくテキストの内容や利
用者さんにみられる特徴など、

第１回目の講習は、担当の

ジが持てず不安がいっぱいで
した。

まとめかたがよく分からず戸
惑い、研修では講義のイメー

だまりの郷さんで実習させて
いただく予定です。
初めは、事前提出の課題の

多くの実例を丁寧に授業で教
えてくださいます。夏休みに
は２日間の施設実習がありま
す。本町のかおる園さんと陽
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介護職員初任者研修

No.112

することができました。
３年 大原真奈美

先生の自己紹介から始まりま
した。徐々に授業の内容を理
解することができ、講習は先
生が細かく教えてくださり、
分からないことがあれば質問
し理解を深めています。座学
だけでなくベッドメーキング
の仕方、ベッドから車いすへ
の移動方法、外での車いすの
使い方、アイマスクをかけた
まま歩いてみることで視覚障
がいのある方の生活を疑似体
験するなどを実習しました。
慣れていない７時間授業は大
変でしたが、介護職について
今まで知らなかった知識を学
び、楽しいだけではなく介護
される側の気持ちなどを体験

H29.7

【夏バテ予防の食生活】
バランスの良い食生活を心

室内の温度差が激しいと、体

ても、吸収されるのに時間が

調整）

・鉄分
ほうれん草、レバーなど
・マグネシウム
海藻類、ごまなど
・カリウム
バナナ、アボカドなど
キ

・亜鉛
カ

牡蠣、アーモンドなど
これから夏本番です。水分
補給や食事の工夫で、夏バテ
を予防しましょう。

60

います。
３ 自律神経の乱れ

温を調節する自律神経が対応
かりとりましょう。

がけ、体調を整えることが大

できずに乱れてしまいます。
◆タンパク質（身体をつくる）

暑い室外と、冷房が効いた

４ 睡眠不足
◆ビタミン

大豆製品、卵、肉、魚など

不足になりやすく、疲労回復

・ビタミンＡ（抵抗力の強化）

寝苦しい日が続くと、睡眠
ができなくなります。

・ビタミンＢ１（疲労回復）

緑黄色野菜、レバーなど
【夏バテ予防の水分補給】

豚肉、大豆製品、玄米など

かかります。喉が渇く前にこ

・カルシウム

・ビタミンＣ（自律神経安定）

いなど、体調を崩しやすくな
まめに水分補給をしましょう。

一度にたくさん水分をとっ

１ 水分をこまめにとる

ります。夏にみられる身体や
２ 冷たい飲み物を控える

るい・なかなか疲れがとれな

精神面の不調をまとめて「夏

後が胃腸に負担をかけにくい
水分の温度です。

乳製品、小魚など

バテ」と呼んでいます。

と、過度に胃腸が冷えて、消

冷たい水分をたくさんとる
【夏バテの原因】

化機能が低下します。

℃前

１ 体内の水分とミネラルの
不足
汗がたくさん出ると、身体

スポーツドリンク、炭酸飲

３ 糖分に気を付ける

るため、身体に必要なミネラ

の原因になります。

が満たされるため、食欲不振

血糖値が急激に上がり、空腹

ています。砂糖のとり過ぎは

料などには砂糖が多く含まれ

の水分とミネラルが排出され

10

ルが不足し、脱水症状を起こ
しやすくなります。
２ 栄養不足
暑さによる疲れから、消化
機能が低下し、食欲不振にな
りやすくなります。また、栄
養の吸収も悪くなり、身体に
必要な栄養素が不足してしま

広報しんとつかわ

7月
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「夏バテ」を予防しましょう

７月
日

7月8日～9月7日

7/8㈯
9㈰
10㈪

やまびこ③（10:00～ゆめりあ・改善センター）
保育園七夕祭（17:00～保育園）

8㈫

やまびこ④（10:00～ゆめりあ・改善センター）

9㈬

14㈮

10～11カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
１歳２～３カ月児健康相談（9:30～ゆめりあ）

15㈫

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

12㈯
ファイターズウォーキングクラブウォーキングイベン
ト（９:00～ピンネスタジアム）
イースタンリーグ戦日ハムVS巨人（12:30～ピンネスタジアム）
新十津川中学校水彩画展（～9/3

16
23
30

17
24
31

18
25

19
26

20
27

21
28

土
15
22
29

８月
日

月

火
1
8

水
2
9

木
3
10

金
4
11

土
5
12

6
7
13
14
■灰色の日が休館日です。

改善センター）

生活相談会（13:00～ゆめりあ）

子ども会社会見学事業（6:50～改善センター）
19㈯

地域防災力強化セミナー（9:00～ゆめりあ）
子育て支援センター「パパとあそぼう！」
（10:30～子育て支援センター）
おはなしころりん『うみ』のおはなし（14:00～図書館）

19㈬

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
新田親子with三味線隊コンサート（18:00～ゆめりあ）

20㈰

20㈭

新中参観日（8:30～新中）

21㈪

21㈮

自由研究の本展（～8/17 図書館）
夏休み映画会（①10:30～、②15:00～図書館）

22㈫

22㈯

小中学生夏休み（～8/17）
夏休み映画会（①10:30～、②15:00～図書館）
農業高校学校祭（9:00～農高）

23㈬

介護保険相談（13:00～ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

24㈭

布の絵本展（～9/17 図書館）
おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

25㈮

23㈰
24㈪
25㈫

ゆめりあ陶芸部会作品展（～8/13

改善センター）

26㈬

児童館「バス遠足」
（9:45～妹背牛カーリングホール）

27㈭

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

26㈯

じどうかんまつり（13:15～児童館）

27㈰

全町野球大会
青空図書館（12:00～図書館）
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28㈪

『北海道ガーデン完全ガイド』
大泉省吾／写真
銀河庭園、イコロの森、上
野ファーム、大雪森のガーデ
ン…。北海道の個性あふれる
ガーデンのビジュアルガイ
ド。みどころやＭＡＰ、花図
鑑などを掲載。モデルコース・
ベスト７も収録。

18㈮

17㈪

『このあいだになにがあっ
た？』
佐藤雅彦＋
ユーフラテス／作
「毛がもこもこの羊」と「短
い 毛 の 羊 」。 並 ん だ ２ 枚 の 写
真から、間に起こった出来事
を推理する、知的好奇心を刺
激する絵本。

17㈭

『ファンタスティックビース
トと魔法使いの旅』
デイビッド・イェーツ／監督、
Ｊ・Ｋ・ローリング／原作・
脚本、エディ・レッドメイン
ほか／出演
魔法動物をこよなく愛する
ニュートと仲間達の冒険。「ハ
リー・ポッター」原作者によ
る新シリーズです。
（ 分）

おはなしころりん
『はなび』
のおはなし
（14:00～図書館）
消防演習（13:30～役場前）

12

29㈫

28㈮
第45回野外慈善ビールパーティー（15:00～改善センター前）
第31回しんとつかわふるさとまつり前夜祭花火大会
（20:40～改善センター前）
第31回しんとつかわふるさとまつり（10:00～ふるさ
と公園イベント広場）

8/1㈫

やまびこ①（10:00～ゆめりあ・改善センター）

2㈬

やまびこ②（10:00～ゆめりあ・改善センター）

30㈬

小学校地域参観日（8:20～新小）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

31㈭

長寿を祝う会（11:00～改善センター）

9/1㈮

31㈪

2㈯

チャレンジスポーツ（9:00～スポーツセンター）
おはなしころりん『おまつり』のおはなし（14:00～図書館）

4㈪

4㈮

ベースボールキャンプ（9:15～ピンネスタジアム）

5㈫

5㈯

おはなしころりん
『おばけ』
のおはなし
（14:00～図書館）

6㈬

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

7㈭

トリアングロコンサート（19:00～ゆめりあ）

6㈰

【いろは短歌会】

田中 幸恵

あの時の豪雨床上浸水は幾年経て

も怖さ忘れず

豪雨と聞く度、幾年も前に体験

した我が家の床上浸水を思い、怖

さがよみがえってくる。昨年、北

海道の豪雨災害もひと事とは思え

ず胸を痛め早い復旧を願った作者

であろう。素直な一首。

広き田にさし苗をする老い人の野

良着が動く風の冷たく

野畑満智子

田植えが済んだ後の広い田を渡

る冷たい風の中、ゆったりと「さ

し苗」をする老人の姿。精巧な機

械の及ばない部分は、人手によっ

て補う細やかな農業への心遣い。

それを汲み取って一首をまとめた

作者の眼もあたたかい。

名のとおりよくぞ咲きたるたのも

小林 悦子

しさ去年にもらいし忘れな草は

花の名が「忘れな草」だから、

忘れずに咲いたのだろうか、手入

れもしなかったのに。という思い

か。
「よくぞ咲きたるたのもしさ」

に時が来れば咲く花のいとしさが

表現されている。おおらかな一首。

広報しんとつかわ

第15回

１年を振り返って

幼児フッ素塗布（12:40～ゆめりあ）
妊婦歯科健診（13:10～ゆめりあ）

3㈰

3㈭

7月

金

16㈬

15㈯

30㈰

木

14㈪

16㈰

29㈯

水

一般

13㈰

13㈭

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）
１歳８～９カ月児健康診査（12:15～ゆめりあ）
３歳１～２カ月児健康診査（12:30～ゆめりあ）

10㈭

火

児童

11㈮

12㈬

７～８カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
３～４カ月児健康相談（13:15～ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

月

ＤＶＤ

11㈫

夏の交通安全運動（～7/20）
２歳４～７カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）

18㈫

21

7㈪

≪７/15～８/14の休館日≫

昨年５月に着任して、活動の大きな部分を占めた
のは、「新十津川駅」に関することでした。
ＳＮＳを使った情報発信をはじめ、イベントの開
催、硬券入場券の再販など、メディアを賑わせるこ
とも度々やっています。近頃は、Facebookのペー
ジをきっかけにお会いする方がいたり、新十津川駅
を通じて違ったつながりが生まれています。また、
協力隊の研修会に行くと、他の町の方から、
「あぁ！
駅にいつもいる人でしょ？」と声を掛けられること
もあります。
ふるさとまつりやビールパーティー、味覚まつり
など、イベントでの出店や運営の手伝いなどにも携
わらせていただきました。その中でも一番忘れられ
ないのは、ピンネシリ登山マラソンのボランティア
スタッフとしてピンネシリの頂上まで行った時に、
暴風が吹き荒れて、とんでもない状況だったという

ことですね（笑）
また、いろいろな研修会や交流会に
も参加しました。協力隊の活動内容は
自治体によって千差万別です。活動が 金 奨一朗
成功している協力隊・自治体のマネを
することが良いことだと思いませんが、多くのヒン
トを得て、これから先の活動につながると感じまし
た。
さて、皆さんにお知らせがあります。７月15日
㈯から、新十津川駅の「ご当地入場券」が販売され
ることとなりました。この入場券は、硬券入場券と
は違い写真入りとなっています。駅前の寺子屋さん
にて、１枚170円
で販売しますので、
興味のある方はぜ
ひお買い求めいた
だければと思いま
ご当地入場券
す。
広報しんとつかわ

7月
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