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笑顔といっしょに
「ありがとう」

夏の暑さ対策のススメ！
熱中症を予防しましょう
熱中症は、気温などの環境条件だけ
でなく、その日の体調や暑さに対する
慣れなどが影響して起こります。新型
コロナウイルスの感染拡大を防ぐた
め、自宅での自粛生活が長く続いたこ
ともあり、体が暑さに慣れていない方
が多いと思われます。気温がそれほど
高くなくても、湿度が高い、風が弱い、
また急に暑くなるなどの場合は注意が
必要です。
特に、高齢の方は、体内の水分量が
少ない、暑さやのどの渇きに対する感
覚が鈍くなっている、体に熱がたまり
やすいなど熱中症が起こりやすい傾向
があるため、注意しましょう。
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熱中症の予防法を参考に暑い夏を乗り切りましょう！

① こまめに水分補給をする
熱中症は、室内・夜間でも多く発
生していますので、注意しましょう。
寝る前だからと言って水分を我慢せ
ず、こまめな水分補給を心掛け、汗
をかいた時は適度な塩分補給もしましょう。

広報さかい３ページ

② 部屋の温湿度を測定する
部屋の見やすい場所に温湿度
計を置き、暑さを感じなくても、
温度が上がったらエアコンや扇
風機をつけるなど、常に注意し
ましょう。

④ 適宜マスクをはずしましょう
マスクは飛沫の拡散予防に有効で、基本的な感染対策として着用をお
すすめしています。ただし、マスクを着用しない場合と比べると、心拍
数や呼吸数、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかることがあり
ます。高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが
高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距
離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、
マスクをはずすようにしましょう。

③ 暑い時は、無理をしない
人間の体は、暑い環境で
の作業を始めてから３〜４
日経過しないと、体温調節
が上手にできません。急に
暑くなった時や活動初日な
どは、特に注意しましょう。

夏バテ予防！〜食事でチャレンジ編〜

掲載レシピ
の一例

彩り野菜麺（1人分）
エネルギー
食塩相当量

317kcal
2.4g
（汁まで含む）
─ 作り方 ─

材料2人分
小松菜………200g
（2/3束）
大根…………160g
（5㎝）
にんじん……60g
（1/2本）
鶏ささみ……160g
（4本）
そうめん……2束

①小松菜は３㎝の長さ、にんじん
は細めの千切りにし、それぞれ
耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで１分半〜２
分ほど加熱する。
②少量のにんじん
（あしらい用）と大根はすりおろす。
③鶏ささみは酒をふり、ラップをかけて電子レンジで２〜３
分ほど加熱し、中まで火を通して食べやすいように裂く。

だし汁………400ml

④そうめんをゆでて、流水で洗い、水気をきる。

みりん………小さじ2

⑤鍋にだし汁、みりん、しょうゆを入れ火にかけ、つゆを作る。
⑥器にそうめん、野菜を盛り、つゆをかける。

しょうゆ……小さじ4
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酒……………小さじ2

東区

チャレンジアート中止のお知らせ
例年、東区役所で開催していま
す「チャレンジアート」
は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のた
め、
参加される方の健康・安全面を
最優先に考慮した結果、今年の開
催を中止することとなりました。
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消防士・救急救命士がお伝えする熱中症対策

気温が高くなると、体力をいつも以上に消耗し、
食欲も低下することから、体に必要な栄養素が不
足しがちです。１回の食事量がなかなか増やせな
い時は、食事の回数を増やしてみましょう。また、
食事内容にも着目してみてください。栄養バラン
スのとれた食事とは、主食（ごはん、パン、麺類
など）
、主菜
（肉、魚、卵、大豆製品など）
、副菜
（野菜、
きのこ、海藻など）
がそろった食事です。
食欲がない時でもできるだけバランスよく、内
容を工夫してみましょう。
食事についてお悩みの方は、保健センター管理
栄養士までご相談ください。また、
市ホームページ
（右の二次元コード）
で、簡単かつ栄養バランスのとれる
レシピをご覧になれます。

東区の人口令和２年６月１日推計（

チャレンジアートを楽しみにさ
れていた皆さんには残念ではあり
ますが、ご理解・ご了承ください
ますようお願いします。
!東区役所企画総 務 課（ !２８７―
８１００ !２８７―８１１３）

区 民 評 議 会 の 開 催

７月２６日
（日）
、午前１０時から東区
役所４階大会議室で。区の特性に応
じた施策・事業にかかる総合的な計
画、まちづくりの方向性などについ
て審議を行います。
受け付けは開始３０分前から、直接
会場へ。先着１０人。個人情報が含ま

れる議題については、非公開か一部
非公開となる場合があります。
これまでの審議の内容は、東区ホ
ームページや東区役所市政情報コー
ナーなどでご覧になれます。
!東区役所企画総務課（!２８７―８１００
!２８７―８１１３）

感染症予防にはこまめな手洗い・うがいが効果的です
水・緑と調和し、安全・安心な暮らしをともにつくるまち 東区

〒599―8112 東区日置荘原寺町195番地1
ホームページ https#
!
!
www.city.sakai.lg.jp!
higashi/index.html

!企画総務課【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政
!地域福祉課
【介護・障害に関することなど】
情報コーナーなど】 "２８７―８１００ !２８７―８１１３
"２８７―８１１２ !２８７―８１１７
!自治推進課
【自治会・美化など地域振興活動】 !子育て支援課
【子育て相談に関することなど】
"２８７―８１２２ 美化"２８７―８１０３ !２８７―８１１３
!市民課
【戸籍・住民票など証明・届出関係】
"２８７―８６１２ !２８６―６５００
"２８７―８１０２ !２８８―２１５０
【児童・ひとり親・女性に関することなど】
!保険年金課
【国民健康保険・国民年金など】
"２８７―８１９８ !２８６―６５００
!東保健センター
"２８７―８１０８ !２８７―８６２１
!生活援護課
【生活保護に関することなど】
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】
"２８７―８１１０ !２８７―８１１７

"２８７―８１２０ !２８７―８１３０

!東老人福祉センター
【高齢者の健康増進など】!社会福祉協議会東区事務所
"２８７―８１５０ !２８７―８１６０

"２８７―０００４ !２８７―０４４４

!東基幹型包括支援センター
（高齢者総合相談）!東区障害者基幹相談支援センター
"２８７―８７３０ !２８７―８７４０

"２８５―６６６６ !２８７―６７６７

!粗大ごみ受付センター
#０１２０―００―８４００
（携帯電話などから "０６―６４８５―５０４８）
!環境業務課指導係（家庭ごみの収集）"２２８―７４２９
!上下水道局お客様センター "０５７０―０２―１１３２
!北部地域整備事務所 "２５８―６７８２ !２５８―６８４３
!東消防署 "２８６―０１１９ !２８６―０１２６
!市税事務所
（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課 "２３１―９７４１ !２５１―５６３１
市民税課
"２３１―９７５３ !２５１―５６３２
固定資産税課 "２３１―９７６２ !２５１―５６３３
納税課
"２３１―９７７３ !２５１―５６３４
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