されていますか？思うように外にも

干せないし、でもＣＭでよく見るス

プレーをかけるから安心、なんてい

う方もいらっしゃるかもしれません。
確かにイメージではクリーニング

した感じになってしまうかもしれま

せんが、ふとん屋の私はおすすめい

たしません。さっぱりと中までお手

入れするには、寝具専門店のお布団

丸洗いをおススメします。丸ごと洗

濯して完全乾燥致しますので表面だ

けではなく、お布団の中まで洗えま

す。アレルギーのお子様をお持ちの

お客様からは「丸洗いの後は咳も少

なく、ぐっすり寝ていました。」と

うれしいご報告を受けたこともあり

ました。
この季節、お布団もさっぱり洗っ

ベルポート汐入店
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営業10～19時

36

℡･Fax3802-8716
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☆南千住警察署よりお知らせ
還付金詐欺被害発生
!!

ATM

ひと声で痴漢を撲滅しましょう。

しない。」を合言葉に皆さんの勇気ある

ら「知らない人だけど、知らないふりは

また、被害に遭っている人を見つけた

大切です。

など、被害に遭わない対策をとることが

ようにする

・防犯ブザーなどでいつでも通報できる

・歩きスマホをせず、周囲に気を配る

・明るい場所や人通りが多い場所を通る

ATM

南千住警察署 ℡（ ３８０５）０１１０

荒川消防署からのお知らせ

熱中症を防ごう

緊急時の安否確認情報を のメッセージを通
じて家族や知人と共有することも可能です。心
肺蘇生のやり方なども動画で見ることができま
す。
詳しくはお手持ちのスマートフォンやタブレッ
トから「東京消防庁公式アプリ」を検索してく
ださい。

東京消防庁公式アプリでは市区町村等を設定
すると、地域に応じた気象情報や防災イベント
等の情報等が受け取れます。

★東京消防庁公式アプリ

犯人は荒川区役所と銀行員を騙り、
熱中症の危険信号
「 今 日 中 に 手 続 き し て ほ し い 」 と 焦 ら せ 、 ▼高い体温▼赤い・熱い・乾いた皮膚
▼ズキンズキンとする頭痛▼めまい・吐き気
言葉巧みに に行くように指示します。
▼意識の障害
被 害 に 遭 わ れ る 方 は 操 作 に 意 識 が 集 《熱中症の予防のために》
中 し 、 犯 人 の 口 座 に 振 り 込 ん で い る こ と ○ウォーキングなど運動をすることで汗をかく
に全く気がつきません。
習慣を身に付けるなど、暑さに強い体をつくる
○日陰を選んで歩く。
・書類を送ったが返信が無い
○涼しい場所に避難する。
・医療費の還付金がある
○適宜休憩する、頑張らない、無理をしない。
・ で申請書が受け取れる
○
ブラインドやすだれを垂らし、窓から差し込
と言われた場合は１００％還付金詐欺で
む日光を遮る。
○我慢せずに冷房を入れる、扇風機も使用する。
す。
○襟元を緩めたり、ゆったした衣服を着る。
若い方でも被害に遭っています。
○日傘や防止を使う。
還付金詐欺のキーワードとして
○こまめに、のどが渇く前に水分補給する。
「 還 付 金 と 」 と 覚 え て 用 心 し ま し ょ う 。 《熱中症が疑われる人を見かけたら》
◆風通しのよい日陰や、クーラーが効いている
痴漢・盗撮に遭わないために
室内などに避難させましょう。
これからの季節は電車内や路上での
◆衣類を脱がせて風通しを良くし、体から熱の
痴漢・盗撮等の被害が増えてきます。
放射を助けます。
電車内では
◆
冷たい水を持たせて、自分で飲んでもらいま
す。大量の発汗があった場合は、経口補水液
・混雑した車両は出来る限り避ける
やスポーツドリンク等で塩分を補給します。
・逃げ場のない場所に立たない
※自力で水が飲めない場合や症状が改善しない
外出時は
場合は、医療機関へ搬送しましょう。意識がな
い場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
ATM

ATM

ミチコさん
の花便り
19

関東も梅雨入りですね。みなさん

いかがお過ごしですか？

の眠りのメモ
℡3801-4725

この季節お布団のお手入れいかが

ふとん屋あや

て快適にぐっすりおやすみください。

25

12

水曜定休

梅雨に入 って もいな いの に、 気温 が高 い日 が続
い ています 。こ のまま 梅雨 に入 って しま った ら、
ど うなって しま うので しょ うか ？長 期予 報で は冷
夏のようですが・・・・
今月は父の日についてお話したいと思います。
６ 月の第３ 日曜 日は父 の日 です 。５ 月の 第２ 日曜
日 の母の日 です が、父 の日 は母 の日 ほど 注目 され
ま せんが父 の日 もあり ます 。日 本で の始 まり は昭
和 年ご ろと言わ れていま す。母の 日が 明治 時代
な のにくら べる とずい ぶん と時 間が かか った と言
うことになります。
海外でも 父の 日はあ り、 イタ リア ・ス ペイ ンな
ど カトリッ クの国で は３月 日の聖 ヨセ フの 日が
父 の日でオ ース トラリ アや ニュ ージ ーラ ンド では
９ 月の第１ 日曜 日が父 の日 です 。日 本の 父の 日は
ア メリカの ソノ ラ・ス マー ト・ ドッ トと いう 女性
の 行動が起 源だ と言わ れて いま す。 ソノ ラの 父親
は 軍人で１ ８６ １年の 南北 戦争 が始 まり 、ソ ノラ
の 父親は戦 地へ 招集さ れそ の間 母親 が一 人で ６人
の 子供を育 てて いきま す。 １８ ６５ 年に 戦争 が終
わ り父親が 戻っ てくる と母 親は 過労 が原 因で 亡く
な ってしま いま す。そ の後 は父 親が ６人 の子 供を
育 て上げ子 供達 が成人 した 後に 亡く なり まし た。
ソ ノラは兄 弟の 末っ子 がソ ノラ でし た。 母親 の日
が あること を知 ったソ ノラ は父 の日 も作 って 欲し
い と１９０ ９年 に牧師 教会 に嘆 願し まし た。 １９
１ ０年６月 日に 父の日最 初の祝典 が開 催さ れ１
９ １６年の 父の日の 祝典でア メリカ合 衆国 大 代
大 統領ウッ ドロ ー・ウ ィル ソン が公 演を 行っ たこ
と で父の日 が広 く知ら れる よう にな りま した 。１
９ ６６年に は、アメ リカ合衆 国代 代大 統領 リン
ド ン・ジョ ンシ ョンが ６月 の第 ３日 曜日 を父 の日
に 定め、１ ９７ ２年に は国 の記 念日 とし て制 定さ
れました。
なぜ６月 なの かと言 うと 、ソ ノラ の父 親の 誕生
日 が６月だ った からで す。 そし て贈 る花 は母 の日
はカーネーションですが父の日はバラを贈りましょ
う 。ソノラ が父 親の墓 前に 白い バラ を供 えた こと
が 由来して いる そうで す。 亡く なっ た父 親に は白
い バラを健 在な 父親に は特 に決 まり はあ りま せん
が、黄色のバラを贈る方が多いようです。
まだ父の 日に は間に 合い ます ので 、是 非こ の機
会にお父さんにお花を贈ってみませんか？
６月の定休日は５． ． ． 日です。

荒川消防署℡（３８０６）０１１９

SNS

アドバイザー

お気軽にお問い合わせください。

時から夜７時

89

岡田生花店
19

19

アロマテラピー

荒川区南千住８ - ５
-べるぽうと東館１階
ふとんの店おかもと

営業時間 朝
水曜定休
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