
獨協大学地域

ご挨拶

今年も暑い夏がやってきましたね！みなさん、夏休み

 獨協大学の夏休みといえば、ワークショップ！

ワークショップを開催いたします。
 

熱中症予防

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ

ーカーの背中にしのばせておくと少しは暑さも柔らくことと思います。着替えも回数がかさむと大変か

と思いますので、背中に一枚小さなガーゼタオルを入れてこまめに変えると洗

もしれません。

⽔分補給をしつつも、オムツ替えの回数がいつもより減っている時は、おしっこの量が少ないのかも

しれません。⽔分をとり涼しい場所で過ごすようにしましょう。⽔分の取り方ですが、いっぺんに多く

の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも

りやすく体温が上がりやすいので注意してあげたいですね。

そして、⼦どもばかりではなく、大人にとっても熱中症は命取りとなります。

暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。

たとえば、食事の準備をしている時、キッチンはガスコンロや⽔回りがあるため⾼温多湿になりやす

く熱中症になる危険があります。対策として、⽔分を取りながらはもちろんですが、調理中は換気扇を

回すなど室内に熱がこもらないようにすることも大切です。この他、調理方法をコンロの使⽤から電⼦

レンジで加熱するなどもよいかもしれません。エアコンを使⽤している室内にいても、未使⽤の家電は

電源を切っておくことで、家電⾃体の熱を発することを防ぎエアコンのききもよくなります。

のあたる窓はカーテンを閉めておくなど、⽇々の生活を快適にしたいですね。
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もしれません。 
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暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。
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今年も暑い夏がやってきましたね！みなさん、夏休み

獨協大学の夏休みといえば、ワークショップ！

ワークショップを開催いたします。詳細はＨＰ等でご確認ください。

20 日･21 日

「目指せ！最強の少年弁護団」〜弁護⼠と学ぶ交渉の達⼈への道〜

申込み（電話） 048-946

－子どもの水分補給と快適な住環境—

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ

ーカーの背中にしのばせておくと少しは暑さも柔らくことと思います。着替えも回数がかさむと大変か

と思いますので、背中に一枚小さなガーゼタオルを入れてこまめに変えると洗

⽔分補給をしつつも、オムツ替えの回数がいつもより減っている時は、おしっこの量が少ないのかも

しれません。⽔分をとり涼しい場所で過ごすようにしましょう。⽔分の取り方ですが、いっぺんに多く

の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも

りやすく体温が上がりやすいので注意してあげたいですね。

そして、⼦どもばかりではなく、大人にとっても熱中症は命取りとなります。

暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。

たとえば、食事の準備をしている時、キッチンはガスコンロや⽔回りがあるため⾼温多湿になりやす

く熱中症になる危険があります。対策として、⽔分を取りながらはもちろんですが、調理中は換気扇を

回すなど室内に熱がこもらないようにすることも大切です。この他、調理方法をコンロの使⽤から電⼦

レンジで加熱するなどもよいかもしれません。エアコンを使⽤している室内にいても、未使⽤の家電は

電源を切っておくことで、家電⾃体の熱を発することを防ぎエアコンのききもよくなります。

のあたる窓はカーテンを閉めておくなど、⽇々の生活を快適にしたいですね。
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今年も暑い夏がやってきましたね！みなさん、夏休み

獨協大学の夏休みといえば、ワークショップ！

詳細はＨＰ等でご確認ください。

日 10 時～16

「目指せ！最強の少年弁護団」〜弁護⼠と学ぶ交渉の達⼈への道〜

946-1781 

－子どもの水分補給と快適な住環境—

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ

ーカーの背中にしのばせておくと少しは暑さも柔らくことと思います。着替えも回数がかさむと大変か

と思いますので、背中に一枚小さなガーゼタオルを入れてこまめに変えると洗

⽔分補給をしつつも、オムツ替えの回数がいつもより減っている時は、おしっこの量が少ないのかも

しれません。⽔分をとり涼しい場所で過ごすようにしましょう。⽔分の取り方ですが、いっぺんに多く

の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも

りやすく体温が上がりやすいので注意してあげたいですね。

そして、⼦どもばかりではなく、大人にとっても熱中症は命取りとなります。

暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。

たとえば、食事の準備をしている時、キッチンはガスコンロや⽔回りがあるため⾼温多湿になりやす

く熱中症になる危険があります。対策として、⽔分を取りながらはもちろんですが、調理中は換気扇を

回すなど室内に熱がこもらないようにすることも大切です。この他、調理方法をコンロの使⽤から電⼦

レンジで加熱するなどもよいかもしれません。エアコンを使⽤している室内にいても、未使⽤の家電は

電源を切っておくことで、家電⾃体の熱を発することを防ぎエアコンのききもよくなります。

のあたる窓はカーテンを閉めておくなど、⽇々の生活を快適にしたいですね。
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今年も暑い夏がやってきましたね！みなさん、夏休みのご予定はもうお決まりでしょうか？

獨協大学の夏休みといえば、ワークショップ！！今年も小学校５、

詳細はＨＰ等でご確認ください。

16 時 30 分 

「目指せ！最強の少年弁護団」〜弁護⼠と学ぶ交渉の達⼈への道〜

 平⽇ 9 時〜

－子どもの水分補給と快適な住環境—
 

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ
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の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも

りやすく体温が上がりやすいので注意してあげたいですね。

そして、⼦どもばかりではなく、大人にとっても熱中症は命取りとなります。

暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。

たとえば、食事の準備をしている時、キッチンはガスコンロや⽔回りがあるため⾼温多湿になりやす

く熱中症になる危険があります。対策として、⽔分を取りながらはもちろんですが、調理中は換気扇を

回すなど室内に熱がこもらないようにすることも大切です。この他、調理方法をコンロの使⽤から電⼦

レンジで加熱するなどもよいかもしれません。エアコンを使⽤している室内にいても、未使⽤の家電は

電源を切っておくことで、家電⾃体の熱を発することを防ぎエアコンのききもよくなります。

のあたる窓はカーテンを閉めておくなど、⽇々の生活を快適にしたいですね。

 
 

大学だより

．7．1）Vol.

のご予定はもうお決まりでしょうか？

！今年も小学校５、

詳細はＨＰ等でご確認ください。

  ※2

「目指せ！最強の少年弁護団」〜弁護⼠と学ぶ交渉の達⼈への道〜

時〜17 時  受付締切⽇

－子どもの水分補給と快適な住環境—

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ

ーカーの背中にしのばせておくと少しは暑さも柔らくことと思います。着替えも回数がかさむと大変か

と思いますので、背中に一枚小さなガーゼタオルを入れてこまめに変えると洗

⽔分補給をしつつも、オムツ替えの回数がいつもより減っている時は、おしっこの量が少ないのかも

しれません。⽔分をとり涼しい場所で過ごすようにしましょう。⽔分の取り方ですが、いっぺんに多く

の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも

りやすく体温が上がりやすいので注意してあげたいですね。 

そして、⼦どもばかりではなく、大人にとっても熱中症は命取りとなります。

暑いから今⽇は家で過ごそうと思っていても、安心はできません。

たとえば、食事の準備をしている時、キッチンはガスコンロや⽔回りがあるため⾼温多湿になりやす

く熱中症になる危険があります。対策として、⽔分を取りながらはもちろんですが、調理中は換気扇を

回すなど室内に熱がこもらないようにすることも大切です。この他、調理方法をコンロの使⽤から電⼦

レンジで加熱するなどもよいかもしれません。エアコンを使⽤している室内にいても、未使⽤の家電は

電源を切っておくことで、家電⾃体の熱を発することを防ぎエアコンのききもよくなります。

のあたる窓はカーテンを閉めておくなど、⽇々の生活を快適にしたいですね。
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のご予定はもうお決まりでしょうか？

！今年も小学校５、6 年生を対象に弁護⼠と共に学ぶ

詳細はＨＰ等でご確認ください。 

2 日間とも参加

「目指せ！最強の少年弁護団」〜弁護⼠と学ぶ交渉の達⼈への道〜

受付締切⽇ 

－子どもの水分補給と快適な住環境—

今年は５⽉頃から３０度を超える⽇があり、今、まさに夏本番となりました。お⼦さんを抱っこしな

がら一緒に汗だくで大変という方は多いのではと思います。毎⽇、お疲れ様です。

買い物などはベビーカーの利⽤が多いかと思いますが、アスファルトからの照り返しで、５〜６度（時

にはそれ以上）⾼い温度になることは周知のとおりです。そんな時、凍らせた保冷材は大活躍で、ベビ

ーカーの背中にしのばせておくと少しは暑さも柔らくことと思います。着替えも回数がかさむと大変か

と思いますので、背中に一枚小さなガーゼタオルを入れてこまめに変えると洗濯の負担が軽減されるか

⽔分補給をしつつも、オムツ替えの回数がいつもより減っている時は、おしっこの量が少ないのかも

しれません。⽔分をとり涼しい場所で過ごすようにしましょう。⽔分の取り方ですが、いっぺんに多く

の⽔分を飲ませてしまうと吐いてしまうことがありますので、一回の量を少なめに、こ

まめに飲ませるのがコツになります。乳幼児は体温調節が未熟なため、体に熱がこも
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