
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちのクラブは、すこやかに老いることを目標に、平成

健康学習シリーズ（講習・施設見学・ウォーキングなど年

その後、区役所が実施した地域健康づくりリーダー養成研修参加者を中心にウォーキングを主体とした

活動を年 6 回程度行ってきました。平成

以後、年間 9～10 回程度のウォーキングを計画し、継続的に実施してきたところ、今では完全に定着し

た感があります。私たちの倶楽部には、会則など難し

できますので、最近は平岸地区以外の方も大勢参加しています。

参加人数は 30～50 名、距離は 5～7km

実施し、健康を維持増進するとともに、参加者同士の親睦を

深めています。欧米では「神は歩かない者の足を奪う」という

格言もあります。先ず、第一歩を踏み出してみましょう。

 

【お問い合せ先】 

 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

 

 

「愛すべき仲間『どんぐりの会』」

平成 15 年に保健センターが開催した「高脂血症予防教室」に参加した

メンバーが保健師さんの本当に熱い熱いご指導を受け、教室終了後に

全員が心を一つにして立ち上がった会です。

ネーミングは「ＫＯＢ」「ななかまど」「どんぐりの会」と変わりました

が、やさしさと思いやりの深さはどこにも負けないと自負しております。

勝手な行動や我ままを言う人がいないのも、このグループが楽しく続い

ている理由ですね。会が立ち上がってから

ぞれ生活環境が変わり、ウォーキングが大好きなのに病気にな

歩けなくなったり、親の介護に忙しくなったりと、向き合う課題も様々

です。「調子が良くなかったけど、ウォーキングに参加して

気持ちが楽になって良かったわ」と笑顔で話し、次の参加を約束して

別れます。今後も、毎月 1～2 度のウォーキングをずっと続けていきたい

と思います。毎年、裸のお付き合いができる素敵なメンバーに幸あれ！

【お問い合せ先】 011-856-8386

この「健康づくり応援通信」は、豊平区の健康

健康づくりに関する取り組みをしているグループの

「健康づくり応援通信」は豊平区ホームページでもご

私たちのクラブは、すこやかに老いることを目標に、平成 10 年に平岸地区町内会連合会が計画した

健康学習シリーズ（講習・施設見学・ウォーキングなど年 4 回程度）を実施したのが出発点であります。

その後、区役所が実施した地域健康づくりリーダー養成研修参加者を中心にウォーキングを主体とした

回程度行ってきました。平成 14 年にはクラブの名称を「ひめりんごヘルシー倶楽部」とし、

回程度のウォーキングを計画し、継続的に実施してきたところ、今では完全に定着し

た感があります。私たちの倶楽部には、会則など難しい制約は全くなく、誰でも自由に好きな時に参加

できますので、最近は平岸地区以外の方も大勢参加しています。 

7km 程度のウォーキングを 

実施し、健康を維持増進するとともに、参加者同士の親睦を 

深めています。欧米では「神は歩かない者の足を奪う」という 

格言もあります。先ず、第一歩を踏み出してみましょう。 

（平岸まちづくりセンター）、 011-831-8741（入倉） 

「愛すべき仲間『どんぐりの会』」 

年に保健センターが開催した「高脂血症予防教室」に参加した 

メンバーが保健師さんの本当に熱い熱いご指導を受け、教室終了後に 

全員が心を一つにして立ち上がった会です。 

ネーミングは「ＫＯＢ」「ななかまど」「どんぐりの会」と変わりました 

が、やさしさと思いやりの深さはどこにも負けないと自負しております。 

勝手な行動や我ままを言う人がいないのも、このグループが楽しく続い 

ている理由ですね。会が立ち上がってから 10 年近くなりますと、皆それ 

ぞれ生活環境が変わり、ウォーキングが大好きなのに病気になって 

歩けなくなったり、親の介護に忙しくなったりと、向き合う課題も様々 

「調子が良くなかったけど、ウォーキングに参加して色々話したら 

気持ちが楽になって良かったわ」と笑顔で話し、次の参加を約束して 

度のウォーキングをずっと続けていきたい 

と思います。毎年、裸のお付き合いができる素敵なメンバーに幸あれ！ 

8386（佐藤） 

１ 

健康づくり活動情報を発信するために発行します

みをしているグループの皆様にとって、参考になる情報を掲載しましたので

ホームページでもご覧いただけます。 http://www.city.sapporo.jp/toyohira/

発行：豊平区健康・子ども課（平岸 6 条 10 丁目 ℡822－

 

 

年に平岸地区町内会連合会が計画した

回程度）を実施したのが出発点であります。

その後、区役所が実施した地域健康づくりリーダー養成研修参加者を中心にウォーキングを主体とした

年にはクラブの名称を「ひめりんごヘルシー倶楽部」とし、

回程度のウォーキングを計画し、継続的に実施してきたところ、今では完全に定着し

い制約は全くなく、誰でも自由に好きな時に参加

 

します。 

しましたので、ご活用ください。 

http://www.city.sapporo.jp/toyohira/ 
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「おとなの遠足」 

元気な毎日を送るために、足元から鍛えようということで、シャルム豊平自治会の中にウォーキング

サークルをつくりました。昨年度は市内各所の公園めぐりをテーマに中島公園、豊平公園緑のセンター、

西岡水源地、月寒八紘学園菖蒲鑑賞等のウォーキングを月 1 回行いました。このウォーキングを計画す

る上で欠かせないのが、豊平保健センターの保健師さん達のご協力です。住民の健康をあらゆる方向か

ら考え、アドバイスをしてくださるので、サークルの大きな力になっています。 

今年度は信号の少ない豊平川河畔を中心にウォーキング 

を行い、一万歩に近づくために、自分に合った無理のない 

ペースで歩くとともに、ウォーキングの参加者を増やして 

いきたいと考えています。今年度もウォーキング担当者は 

参加された方が楽しいと思えるようなプランを立てるた      

めに張り切っています。 

【お問い合せ先】 011-841-6166（相馬） 

  

 

 

「豊平 14分区町内会女性部事業“Let’s ウォーキングとよ 14”」 

平成 13 年に発足したこの会も、昨年 10周年を迎え、今年は 11年目になりました。 

町内会女性部事業の一環として継続中であり、ほぼ毎年 40数名の方が参加しています。 

5 月から 9 月の 5 ヶ月間を歩数記録期間とし、日々の歩きは各自で、月１度は合同ウォーキングによ

る顔合わせをしています。歩数記録期間終了後にメンバーの合計歩数を発表し、汗ふきタオルを記念品

に渡しています。年々、参加者が高齢になってきたので、 

無理のないよう、近場をウォーキングしています。 

今年度、第 1 回目の合同ウォーキングを 5 月 13 日に実施し、 

豊平川沿いを幌平橋まで歩き、中島公園の園芸市を見ながら 

ウォーキングしました。“毎日歩こう”が目標です。 

今後も町内会会員を対象に、無理せずマイペースに活動 

していきたいと思います。 

【お問い合せ先】 011-823-2779（石塚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 
日時：平成２４年９月３０日（日）開催時間未定 
場所：札幌ドーム（羊ケ丘 1 丁目） 
内容：ランニング、ウォーキング、各プロスポーツチーム等による体験ゲームコーナー等 
入場料 無料 

問い合わせ先 011-822-2400（内 259）豊平区役所地域振興課  

札幌ドームでのランニングイベント 

※ 詳しくは広報さっぽろ 9 月号をご覧ください。 
ご来場お待ちしています。 

○ＣH.N.F． 
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日 時間 イベント

7777////2222

（月）（月）（月）（月）    

10:05
～ 

エルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

11111111

（水）（水）（水）（水）    

10:20
～ 

東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング
持ち物～飲み物・敷物・交通費・昼食代（学食）

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

11114444

（（（（土土土土））））    

11:00
～

15:00 

ミニまちミニまちミニまちミニまち    つきさっぷ！つきさっぷ！つきさっぷ！つきさっぷ！
まちの食堂、ミニまち★商店街、いきいき！ちょこっと体操、血管年齢・健康

測定、鍼灸体験コーナー、介護・健康相談などを行います。

○問 011-857-6110（事務局）

18181818

（水）（水）（水）（水）    

9:30
～ 

ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

10:30
～ 

百合百合百合百合がががが原公園ウォーキング原公園ウォーキング原公園ウォーキング原公園ウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-856-8386（どんぐりの会

23232323

（月）（月）（月）（月）    

9:45
～ 

恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

8888////22222222

（水）（水）（水）（水）    

11:00
～ 

知事公館知事公館知事公館知事公館    花を見て歩く花を見て歩く花を見て歩く花を見て歩く
持ち物～飲み物・交通費  

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-856-8386（どんぐりの会

24242424

（金）（金）（金）（金）    

10:00
～ 

涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

27272727

（月）（月）（月）（月）    

9:45
～ 

藻岩山登山藻岩山登山藻岩山登山藻岩山登山    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

9999////12121212

（水）（水）（水）（水）    

10:30
～ 

動物園ウォーキング動物園ウォーキング動物園ウォーキング動物園ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-856-8386（どんぐりの会

10:30
～ 

精進川ウォーク精進川ウォーク精進川ウォーク精進川ウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

24242424

（月）（月）（月）（月）    

9:50
～ 

野幌開拓の村ウォーク野幌開拓の村ウォーク野幌開拓の村ウォーク野幌開拓の村ウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

25252525

（火）（火）（火）（火）    

10:00
～ 

川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）
011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

30303030

（日）（日）（日）（日）    

13:00
～ 

16:00 

健康フェアとよひら健康フェアとよひら健康フェアとよひら健康フェアとよひら（主催：とよひら福祉のまち推進センター）参加無料

医師の講演会、体験コーナー（血圧・骨密度測定など）、食生活改善展などを

行います。 ○問 011-811-9435

未定 
札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント
ランニング、ウォーキング、各プロスポーツチーム等による体験ゲームコーナー

等を行う予定です。  ○問
    

    

イベントタイトル/主催者/お問合せ先 

エルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキングエルクの森ガーデンウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング東海大ラベンダー園ウォーキング    
持ち物～飲み物・敷物・交通費・昼食代（学食）  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

つきさっぷ！つきさっぷ！つきさっぷ！つきさっぷ！（主催：「ミニまち つきさっぷ」実行委員会） 

、ミニまち★商店街、いきいき！ちょこっと体操、血管年齢・健康 

測定、鍼灸体験コーナー、介護・健康相談などを行います。 

）    

ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約ポプラ並木の創成川と北区屯田防風林コース（約 6666 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

原公園ウォーキング原公園ウォーキング原公園ウォーキング原公園ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（どんぐりの会 佐藤） 

恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク恵庭公園の花（ツルアジサイ他）ウォーク    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

花を見て歩く花を見て歩く花を見て歩く花を見て歩く    
   

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（どんぐりの会 佐藤） 

涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地涼を求めて酪農発祥の地    真駒内公園一周（約真駒内公園一周（約真駒内公園一周（約真駒内公園一周（約 5555 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（どんぐりの会 佐藤） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約川辺の風を求めて豊平川河川敷往復（約 6666 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 
（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

（主催：とよひら福祉のまち推進センター）参加無料 

医師の講演会、体験コーナー（血圧・骨密度測定など）、食生活改善展などを 

9435（豊平まちづくりセンター） 

札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント札幌ドームでのランニングイベント    
ランニング、ウォーキング、各プロスポーツチーム等による体験ゲームコーナー

○問 011-822-2400（豊平区役所地域振興課） 

３ 

 

会場・集合場所など 

地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス地下鉄南北線真駒内駅バス    
待合室待合室待合室待合室    
 

地下鉄南北線真駒内駅地下鉄南北線真駒内駅地下鉄南北線真駒内駅地下鉄南北線真駒内駅    
改札口改札口改札口改札口 

 

月寒公民館月寒公民館月寒公民館月寒公民館    体育室体育室体育室体育室    
（月寒中央通７）    

＊平岸にお住まいの方は 9:309:309:309:30
まで平岸会館平岸会館平岸会館平岸会館に集合 

＊平岸以外にお住まいの方は

10:1010:1010:1010:10 まで、JRJRJRJR 札幌駅札幌駅札幌駅札幌駅    
西改札口西改札口西改札口西改札口に集合 

地下鉄東豊線栄町駅地下鉄東豊線栄町駅地下鉄東豊線栄町駅地下鉄東豊線栄町駅    
 

JRJRJRJR 札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口    
 

地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線    西西西西 18181818 丁目駅丁目駅丁目駅丁目駅    
 

＊平岸にお住まいの方は 10:0010:0010:0010:00 
まで平岸会館平岸会館平岸会館平岸会館に集合 

＊平岸以外にお住まいの方は

10:4510:4510:4510:45 まで、地下鉄南北線地下鉄南北線地下鉄南北線地下鉄南北線    
真駒内駅真駒内駅真駒内駅真駒内駅に集合 

地下鉄東西線円山公園駅地下鉄東西線円山公園駅地下鉄東西線円山公園駅地下鉄東西線円山公園駅    
バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル    
 

地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線    円山公園駅円山公園駅円山公園駅円山公園駅    
 

地下鉄南北線自衛隊駅地下鉄南北線自衛隊駅地下鉄南北線自衛隊駅地下鉄南北線自衛隊駅    
改札口改札口改札口改札口    
 

JRJRJRJR 札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口札幌駅東改札口    
 

＊平岸にお住まいの方は 10:0010:0010:0010:00 
まで平岸会館平岸会館平岸会館平岸会館に集合 

＊平岸以外にお住まいの方は

10:10:10:10:30303030 まで、幌平橋下幌平橋下幌平橋下幌平橋下    
河川敷河川敷河川敷河川敷に集合 

豊平会館豊平会館豊平会館豊平会館（豊平 6条 7丁目）    

ランニング、ウォーキング、各プロスポーツチーム等による体験ゲームコーナー

札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム    
（羊が丘１） 

 



●熱中症の予防法●熱中症の予防法●熱中症の予防法●熱中症の予防法    
・のどが渇く前に、水分をこまめに補給
・体調不良の時には無理をしない 
・帽子で直射日光をさけ、風通しの良い服装を
・室内の風通しを良くしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

国際市民スポーツ連盟が認定したウォーキングコース「イヤーラウンドコース」の出発地点となる場所です。
利用料（1コース 200 円）を支払い、地図を受け取ってスタート。ウォーキングを楽しみながらゴール
すると、歩いた距離や回数が「パスポート」に記録されます。

豊平区ウォーキングマップは豊平豊平区ウォーキングマップは豊平豊平区ウォーキングマップは豊平豊平区ウォーキングマップは豊平区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り
しています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできます

アップルロード（豊園通）から月寒公園をぐるりと回り、天神山
緑地、精進川のある精進河畔公園を通る、自然豊かなコースです。
また、明治時代に由来する月寒神社やアンパン道路など、歴史も体
験できます。 ＊ 詳しくは下記にお問い合わせください。

 

○問さっぽろ健康スポーツ財団豊平公園温水プールステーション
（美園 6 条 1丁目）℡011-813-6556

●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状        
・めまい、失神  
・筋肉痛や筋肉のけいれん  
・大量の発汗 
●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号    
・高い体温 
・赤い、暑い、乾いた皮膚 
（全く汗をかかない、触るととても熱い）
・ズキンズキンとする頭痛  
・めまい、吐き気  
・意識障害 
（応答が奇妙である、呼びかけに反応がない
など） 

＊環境省熱中症予防情報サイトで「暑さ指数予報」を
確認することができます。 

http://www.nies.go.jp/health/HeartStroke/index
.html 

 

・のどが渇く前に、水分をこまめに補給 
 

・帽子で直射日光をさけ、風通しの良い服装を 
・室内の風通しを良くしましょう。 

国際市民スポーツ連盟が認定したウォーキングコース「イヤーラウンドコース」の出発地点となる場所です。
円）を支払い、地図を受け取ってスタート。ウォーキングを楽しみながらゴール

すると、歩いた距離や回数が「パスポート」に記録されます。 

区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り区役所や各まちづくりセンターでお配り
しています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできますしています。豊平区ホームページからもダウンロードできます！！！！    

お薦めの９ルートお薦めの９ルートお薦めの９ルートお薦めの９ルートをウォーキングして豊平区の魅力
を再発見してみませんか？

歩行距離
消費カロリー
がわかります

アップルロード（豊園通）から月寒公園をぐるりと回り、天神山
緑地、精進川のある精進河畔公園を通る、自然豊かなコースです。
また、明治時代に由来する月寒神社やアンパン道路など、歴史も体

詳しくは下記にお問い合わせください。 

さっぽろ健康スポーツ財団豊平公園温水プールステーション 
6556  http://www.shsf.jp 

札幌市内にはウォーキン
グステーションが
り、豊平区には「豊平公園
温泉プールステーション」

 

４ 

（全く汗をかかない、触るととても熱い） 

（応答が奇妙である、呼びかけに反応がない

～熱中症は、「高温多湿、風がない、日差しが強い」時に起きやすく
なります。ただし、屋内でも起こりますので、暑い室内も注意が
必要です。～ 

●応急処置●応急処置●応急処置●応急処置    
①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難    
 風通しの良い日陰やクーラーの効いている室内へ
避難させましょう。    

②脱衣と冷却②脱衣と冷却②脱衣と冷却②脱衣と冷却 

うちわや扇風機で扇ぐ、冷たいタオル
や氷のうで首や脇の下、足の付け根を
冷やしましょう。 

③③③③水分・塩分の補給水分・塩分の補給水分・塩分の補給水分・塩分の補給    
応答が明瞭で意識がはっきりしている場合には、

冷たいスポーツドリンクなどを補給しましょう。
④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ    
自力で水分摂取できない時は、病院へ運びましょ

う。 

乳幼児や高齢者の方は乳幼児や高齢者の方は乳幼児や高齢者の方は乳幼児や高齢者の方は特に注意が必要です特に注意が必要です特に注意が必要です特に注意が必要です
体温調節機能がまだ十分に発達していない乳幼児

や、血液循環・体温調節機能が低下しやすい高齢者は
特に熱中症に注意が必要です。外出時は、アスファル
トの照り返しで体温は上昇します。特に自動車内は、
夏場は数分で 50 度以上になります。閉め切った部屋も
危険です。十分に注意しましょう。

 

http://www.city.sapporo.jp/toyohira/

で「暑さ指数予報」を 

http://www.nies.go.jp/health/HeartStroke/index

国際市民スポーツ連盟が認定したウォーキングコース「イヤーラウンドコース」の出発地点となる場所です。
円）を支払い、地図を受け取ってスタート。ウォーキングを楽しみながらゴール 

をウォーキングして豊平区の魅力
を再発見してみませんか？ 

歩行距離や所要時間、歩数、
カロリー、見所ポイント

がわかります。 

札幌市内にはウォーキン
グステーションが 8か所あ
り、豊平区には「豊平公園
温泉プールステーション」

があります。 

～熱中症は、「高温多湿、風がない、日差しが強い」時に起きやすく 
なります。ただし、屋内でも起こりますので、暑い室内も注意が 

やクーラーの効いている室内へ

うちわや扇風機で扇ぐ、冷たいタオル 
や氷のうで首や脇の下、足の付け根を 

応答が明瞭で意識がはっきりしている場合には、    
冷たいスポーツドリンクなどを補給しましょう。    

自力で水分摂取できない時は、病院へ運びましょ

特に注意が必要です特に注意が必要です特に注意が必要です特に注意が必要です！！！！    
体温調節機能がまだ十分に発達していない乳幼児

や、血液循環・体温調節機能が低下しやすい高齢者は
特に熱中症に注意が必要です。外出時は、アスファル
トの照り返しで体温は上昇します。特に自動車内は、

度以上になります。閉め切った部屋も
危険です。十分に注意しましょう。 

http://www.city.sapporo.jp/toyohira/ 


