やラナンキュラスなど色も豊富で香

荒川消防署からのお知らせ

｣

南千住警察署よりお知らせ

みんなで守ろう年の

全活 動を 通 じ︑ 防犯 対策 を実 施し

南 千住 警 察署 では ︑年 末地 域安

締めて防犯につとめましょう︒

暮れ ｣
な にか と 忙し い年 末︒ 気を 引き

｢ が街を
年末 年始 は救 急出 動件 数が 急増 し ます︒ わ

年｢末年始の救急事故をなくそう

年末に 救急 要請 が急 増す る原 因は 以 下の
ことが考えられます︒

◇風邪 やイ ンフ ルエ ンザ など の冬 季 に流

イン フル エン ザは ︑か かっ た人 の 咳︑

行する病気の発生

豪華にするにはユリやストックや

ております︒

スの侵 入を 防止 する ため には 手洗 い やう

がいの ほか ︑十 分な 休養 とバ ラン ス よく

栄養を とる こと によ り抵 抗力 をつ け てお

話番号に心当たりのない場合には︑

電話に出ないようにしましょう︒

普 段の 注 意や ご近 所同 士の 声か

◇忘年 会・ 新年 会な どに おけ る急 性 アル

歳代が 多く

◇侵入窃盗対策
歳 代次いで

実な 施錠 が 基本 です ︒ゴ ミ出 しや

けが 被害 を 防ぎ ます ︒窓 や扉 の確

によっ ては 重症 以上 とな るこ とも あ りま

ちょ っと し た外 出で も戸 締り を確

実にしましょう︒

◇ひったくり事件発生

歩｢きスマホ が｣狙われています︒
携帯 電話 の 画面 を観 なが らの 歩行

故

息事故 が多 くな りま す︒ 救急 搬送 人 員の

ながることもあります︒ 歩
｢ きス

なく 周囲 の 方も 巻き 込む 事故 につ

は大 変危 険 です ︒自 分自 身だ けで

歳 以上の 年代に 多く 発 生し︑

日 で す︒ 約７割が中等症︵入院の必要があるもの︶

荒川消防署

℡︵３８０６︶０１１９

℡︵３８０５︶０１１０

だ液と よく 混ぜ てか ら飲 み込 みま し ょう︒ 南千住警察署

餅は 小さ く切 って 食べ やす い大 き さに
して急 いで 飲み 込ま ず︑ ゆっ くり と 噛み︑ マホ は
｣止めましょう︒

男女別では男性が多くなっています︒

以上で す︒

月 から１月 にかけ て餅な どに よ る窒

◇餅を 喉に 詰ま らせ たこ とに よる 窒 息事

も注意しましょう︒

す︒自 分の 適量 を知 り︑ その 日の 体 調に

大半が 軽症 です が︑ アル コー ルの 摂 取量

急性ア ルコ ール 中毒 で搬 送さ れて い ます︒

男女とも に

コール中毒

くことが大切です︒

留守 番電 話 に設 定し ︑着 信時 の電

ウイル スを 吸入 した り︑ 手指 等を 介 して

今年もいよいよ一か月を切りまし

日は一夜飾りになっ

口から 感染 する 経路 があ りま す︒ ウ イル

くしゃ みな どの 飛沫 とと もに 放出 さ れた

月

◇ 母
｢ さん助 けて詐欺 か
｣ らあ なた
の家 族を 守 りま しょ う︒ 在宅 中も

蘭なども１本でも入っていると豪華
い花ですし︑今はピンポン菊やスプ

月

レー菊など菊とは思えないような形
年 の オ リ ン ピ ッ ク が 決 ま っ た り︑
東北楽天ゴールデンイーグルスが優 や色の物もありお正月らしさを感じ
させるお勧めの花です︒
お花を買っていただくには
というと

日に買った場合は１月１日の朝に

飾れば大丈夫です︒
今年もみちこさんの花だよりにお付
き合いいただきありがとうございま

︑

した︒少し早いですがよいお年をお
迎えください︒
今月の定休日は４︑
日は営業いたします︒
す︒

30

勝したり︑夏の猛暑など本当にいろ

30

日が一番のお勧めの日です︒なぜか

12

てしまい縁起が良くないためです︒

31

んなことがありましたね︒来年はど

んな年になるのでしょうか？体調に

気を付けて楽しい年末年始をお過ご

しくださいね︒
では︑今年最後のお話です︒
月はきっと皆さんのお宅でもお

花を飾る機会が１番多い季節ではな

12

新年は１月６日より営業いたしま

18

いでしょうか？
お仏壇はもちろんのこと︑リビン

グ︑玄関やベランダなど綺麗な花を

飾って新年を迎えると思います︒お

正月ならではのお花を飾ると思いま

す︒松や千両︑葉牡丹がその代表で

す︒松や千両に合わせるお花も今は

春の花が年末には出回ります︒スイー

11

20

したか？

た︒今年も色々なことがありました

勧めです︒

も比較的日持ちのいい花ですのでお

トピーやフリージアなどは暖かくて

などは咲きやすいのですが︑スイー

リビングは暖かいのでチューリップ

りがいいお花がたくさんあります︒

営業時間AM10〜PM7時
水曜定休
℡･FAX 3802-8716
になります︒菊も日持ちもとてもい

岡田生花店
ベルポート汐入店

が︑みなさんにとってどんな１年で

ミチコさんの
花便り

トピーやチューリップ︑フリージア

60

12

31
25

2020
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