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　熱中症が疑われるときは、すぐに涼しい場所へ移動
し、次のような応急手当を行いましょう。
　★衣服をゆるめて横になりましょう
　★�何回かに分けて少しずつ水分や塩分を補給しま
しょう

　★�エアコンや扇風機、うちわなどで風を当てて体を
冷やしましょう

　★�首や脇の下、太ももの付け根を氷や保冷剤で冷や
すことも有効です

　ぐったりして自分で水分や塩分を補給できない、呼び掛けても反応が薄い、意識の状
態が普段よりも悪いなどの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診する必要がありま
す。ためらわずに119番通報し、救急車を要請してください。
　また｢この症状は熱中症かな？ ｣｢病院を受診した方がいいのかな？ ｣と迷ったときに
は、｢ふじさわ安心ダイヤル24｣に相談しましょう。
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太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　8
月12日㈯午前9時〜正午。視覚障がい
のある方と関心のある方。
◆フライングディスクの集い　8月12
日㈯午後1時〜4時30分。障がいのある
方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　8月13日㈰午
後1時〜4時30分。障がいのある方と関
心のある方。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆減量＆生活習慣病予防･改善プログ
ラム　8月31日〜10月26日毎週火･木･
土曜日(10月10日を除く)午後1時〜2時
30分、全24回。これから運動習慣を身
に付けたい18歳以上の方7人。費1万6800
円。申 8月17日㈭午前9時から電話で。
◆小学生かけっこ教室　㋐9月6日〜10
月18日毎週水曜日、㋑9月8日〜10月20
日毎週金曜日。ともに午後4時30分〜6
時、全7回。市内在住･在学の㋐は小学
1･2年生、㋑は小学3〜6年生各25人(と
もに抽選)。費5600円。申㋐は8月16日
㈬〜23日㈬、㋑は18日㈮〜25日㈮に来
館で。
◆ベビーヨガ　9月1日〜29日毎週金曜
日午前9時45分〜10時45分、全5回。生
後3〜6カ月児と保護者10組。費4000円。
申 8月18日㈮午前9時から電話で。
◆夏休みビーチスポーツ　8月21日㈪
〜24日㈭午前9時〜10時30分、全4回。
鵠沼海岸常設ビーチバレーコート。
ビーチフラッグス、ビーチサッカーほ
か。小学3〜6年生15人。費3600円。申

8月7日㈪午前9時から電話で。

◆体リセットストレッチ　9月10日㈰
午前9時30分〜10時30分。トレーニン
グ室利用登録者12人。費500円。申 8月
10日㈭午前9時から電話または来館で。

石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆夏期学童水泳合宿　8月21日㈪午前
10時〜22日㈫正午〈1泊2日〉。市内在住･
在学の小学4〜6年生40人(抽選)。費4000
円。申 7月31日㈪〜8月6日㈰に来館で。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆トップ選手に教わろう！ちびっこト
ランポリン(初級)　9月7日〜11月30日
毎週木曜日(11月16日、23日を除く)午
後3時30分〜4時15分、全11回。市内在
住･在園の2011年4月2日〜12年4月1日
生まれの方10人(抽選)。費1万1000円。
申 8月14日㈪〜20日㈰に来館で。
◆トップ選手に教わろう！小学生トラ
ンポリン(初級)　9月7日〜11月30日毎
週木曜日(11月16日、23日を除く)㋐午
後4時30分〜5時15分、㋑午後5時30分
〜6時15分、全11回。市内在住･在学の
㋐は小学1･2年生、㋑は小学3〜6年生
各10人(抽選)。費1万1000円。申 8月14
日㈪〜20日㈰に来館で。
◆秋葉台文化体育館オープン教室　◎
バランスヨガ…☆8月7日㈪、28日㈪午
前9時30分〜10時45分。各日40人。☆8
月5日〜26日毎週土曜日(12日を除く)
午前10時〜11時。各日30人。◎ボディ
シェイプ…8月1日〜29日毎週火曜日
(15日を除く)午前9時45分〜10時45分。
各日50人。◎エンジョイエアロ…8月5
日〜26日毎週土曜日(12日を除く)午前
11時30分〜午後0時30分。各日30人。
費1回300円。
◆夏休み小学生やきゅう　8月23日㈬
〜25日㈮午前8時〜9時15分、全3回。
秋葉台公園芝生広場。小学3･4年生20
人。費2400円。申 8月2日㈬午後1時30
分から電話で。

秋葉台公園プール☎（88）1811
薨（88）0081

◆日本赤十字社正規講習水上安全法講
習会　9月4日㈪〜7日㈭午前9時〜午後
5時、全4回。秋葉台文化体育館ほか。
クロール500ｍ以上、潜水15ｍを泳げ
る15歳以上の方60人。費3600円。申 8
月4日㈮午後3時から電話で。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆八部公園フェスティバル　8月11日
㈷午前10時。水上アスレチック、模擬
店、野菜即売会ほか。

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【軟式野球】　10月15日㈰〜11月26日
㈰。八部公園野球場ほか。トーナメン
ト方式。18歳以上の市内在住･在勤･在
学の方で構成するチーム。費1チーム1
万4000円。申桜井☎090(1601)1318へ
申込書を請求･記入し、9月7日㈭まで
に藤沢市野球協会へ。問桜井またはス
ポーツ推進課。

【空手道】　10月15日㈰。秩父宮記念体
育館。市内在住･在勤･在学･在道場の
方。費1種目3000円。申 8月25日㈮まで
にファクスまたはEメールに氏名･電話
番号を書いて、滝内☎･薨(81)9400、
y.takiuchi@jcom.home.ne.jpへ。問

滝内またはスポーツ推進課。
【ヨット】　8月6日㈰。江の島ヨット
ハーバー。オープン形式のフリートレー
ス。国際ヨット競技規則に基づいた正
しい帆走ができる方。※17歳以下の方
は保護者の同乗または同意が必要。費

3000円(高校生以下2000円)。申当日午
前9時〜10時に会場へ。問小阪☎090�
(2338)6137またはスポーツ推進課。

【第28回藤沢市民ゴルフ大会】　8月28
日㈪。芙蓉カントリー倶楽部。市内在
住･在勤のアマチュアゴルファー160人
(抽選)。費1万6300円(別途参加費3000
円)。申秋葉台文化体育館、秩父宮記
念体育館、鵠沼運動施設にある申込書
を書いて、8月10日㈭〈必着〉までに返
信はがきを同封して藤沢市ゴルフ協会
へ郵送または持参で。問同協会☎(34)�
2020またはスポーツ推進課。※申込書
は同協会のホームページからダウン
ロードもできます。
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ようおかけください

特 集

みんなでつなげる救命の連鎖
いざという時のために、応急手当を身に付けましょう 　万が一の事故や急病のとき、救急車

が現場へ駆け付けるまでのわずかな時
間が生死を左右します。いざというと
きのために、応急手当の正しい知識と
技術を身に付けましょう。
　問い合わせ　救命講習・AED貸し
出しについて…南消防署☎(27)8181、
薨(25)8619、北消防署☎(45)8181、薨
(45)8182、救急について…救急救命課
☎内線8165、薨(28)6417

救命の連鎖は市民が主役です

AEDを貸し出しています

救急車を正しく利用しましょう

救急フェア2017・キュンとするまち。藤沢・みんなで救命講習

 イベントに備えを！

 講習に参加しませんか？

　救命の連鎖とは、事故や生活習慣病などを避ける｢心停止の予防｣、迅速に119番通報
する｢早期認識と通報｣、心肺蘇

そ

生法などを行う｢一次救命処置｣、そして救急救命士や医
師による｢二次救命処置と心拍再開後の集中治療｣という4つの輪のことをいいます。
　1〜3の輪は、一般市民によってつながれます。現場に居合わせた人が心肺蘇生法や
AED(自動体外式除細動器)の使用を行った場合、生存率や社会復帰率が高くなることが
分かっています。

心停止の
予防

早期認識と
通報 （     ）心肺蘇生と

AED

一次救命処置 二次救命処置と
心拍再開後の
集中治療

　救急隊は傷病者の容態を観察し、症状や搬送時間
から最も適した病院を選びます。市民の皆さんが適
切な救急医療を速やかに受けられるよう、救急隊に
よる病院選定にご理解とご協力をお願いします。

　と　き　�9月16日㈯　
　　　　　※荒天時は17日㈰
　ところ　�秋葉台公園プールほか
　種　目　�㋐キッズA…スイム約50ｍ･ラン約400ｍ
　　　　　㋑キッズB…スイム約100ｍ･ラン約800ｍ
　　　　　㋒ジュニア…スイム約200ｍ･ラン約1200ｍ
　　　　　※参加賞あり
　対象・定員　�㋐は小学1･2年生、㋑は小学3･4年生、�

㋒は小学5･�
6年生各40人

　　　　　　　�（いずれも先
着順）

　費　用　2000円
　申し込み・問い合わせ
　8月1日㈫午後2時から秋葉
台公園プール☎(88)1811、
薨(88)0081へ電話または来
館で

　と　き　�9月16日㈯午前9時〜午後3時
　　　　　※雨天時は23日㈷
　ところ　�八部公園テニスコート
　対象・定員　�障がいのある方と関心のある方50人�

(先着順)
　費　用　2000円
　申し込み・問い合わせ
　8月1日㈫〜19日㈯〈14日㈪を除く〉に電話または来館す
るか、ファクスに住所･氏名･年齢･電話番号･障がいの種
類(上肢･下肢･聴覚･車いすほか)を書いて、鵠沼運動施設
事務所☎(36)1607、薨(36)1754へ

ふれあいスポーツ交流会
八部公園ふれあいテニス大会

貸し出し条件

　★�医師などの医療従事者または消防機関が実施する
救命講習を修了している方が常駐していること

　★�参加者がおおむね10人以上であること
　★営利目的に使用しないこと
　申し込み・問い合わせ
　イベント開催日の3カ月〜2週間前に電話で南消防署
または北消防署へ

　本市では、応急手当の普及啓発を目的とした(特非)ふじさわ救命普及推進会が
消防職員と共に普通救命講習の指導をしています。
　活動内容や救命講習指導に興味のある方は、お気軽にご相談ください。
　問い合わせ
　ふじさわ救命普及推進会事務所☎(45)4154または救急救命課

　市では、大勢の方が集まるイベントの開催時などに、早期に救命活動が行えるよう
AEDを無料で貸し出しています。

　医師による講話のほか、救急隊員などから心肺蘇生法やAEDの使い方を学びます。
　と　き　9月2日㈯午前9時〜正午
　ところ　秩父宮記念体育館
　対象・定員　�市内在住・在勤・在学の中学生以上

の方300人(先着順)
　申し込み・問い合わせ
　7月25日㈫〜8月25日㈮に南消防署または北消防署
へ来署で
　※�市のホームページの｢電子申請�申請書ダウン
ロード｣からも申し込みできます

　市では、この他にもAED使用法を含む心肺蘇生法を学ぶ救命講習を定期的に開催し
ています。
　※今後の予定など詳細は、市のホームページの救急救命課のページをご覧ください

熱中症が疑われるときは早めに対処しましょう

　症状が重いときは医療機関を受診しましょう

 夏は特に熱中症に注意を！

　ここ数年、転倒や不慮の事故によるけがで救急搬送される65歳以上の方が増加傾向に
あり、搬送された人の半数以上が入院の必要な中等症以上と診断されています。
　主な発生場所は、自宅の居間や寝室、廊下や庭など身近な生活の場です。軽微な転倒
でも首や足、腰を骨折して動けなくなってしまうことがあります。けがをする前の予防
を心掛けましょう。

高齢者のけがによる救急搬送が増えています
予防を心掛けましょう

ふじさわ安心ダイヤル24　薔0120（26）0070

予防のポイント

　★段差に気を付けて歩きましょう
　★�スリッパや靴下などを履くときは滑らないように注意し
ましょう

　★�階段は手すりにつかまり、ゆっくり上り下りしましょう
　★雨の日の外出はできるだけ控えましょう
　★高い所に登って行う作業はできるだけ人に頼みましょう

　救急車は命に関わるような重い病気やけがの方を、一刻も早く病院へ搬送するた
めに利用する車両です。軽い病気やけがなどで利用すると、緊急に救急車を必要と
する方が使えません。救急車の対象となるのは次のような場合です。
　◎意識や呼吸の状態が普段よりも悪い
　◎激しい頭痛があり嘔

お う

吐
と

している
　◎まひ、脱力感があり、ろれつがまわらない
　◎意識がはっきりしない状態で、けいれんを繰り返す
　◎乳幼児の場合で、無表情で視線が合わない、食事・水分がとれていないなど
　※判断に迷ったときは救急車を要請してください

第11回秋葉台キッズアクアスロン


