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『大牟田ガス』の企業出前講座から学ぶ

冬のヒートショック対策

『炎の妖精

ぬっかさん』

ヒートショックは寒い季節に起こりやすく、その発生原因の多くは「温度差」によるものです。
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急降下

安定
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ヒートショックの原因や症状、予防法などを知り、発症しないように気を付けましょう。

「ヒートショック」って？
急激な温度変化で血圧が大きく変動することで起きる健康障害。
ヒ ー ト シ ョ ッ ク が 一 番 多 く 起 き る 場 所 は 浴 室 。
入浴中の事故による死亡者は交通事故の約４倍！
主な症状は、目眩や失神、脳梗塞や心筋梗塞など。
高齢者や循環器の病気がある方は特に注意が必要。
【発行】おおむた生涯学習まちづくり推進協議会（事務局：大牟田市市民協働部生涯学習課）
〒836-0872 大牟田市黄金町1-34 TEL41-2864 FAX41-2210 《発行日:令和4年1月15日》
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今日からできる!!

ヒートショックの予防法
《入浴前》
★浴室・脱衣所を温かくする★

５つのポイントに注意してヒートショックを予防
しましょう！

《入浴時》
★お湯の温度と時間の目安★

・脱衣所に暖房を入れる。

・湯温は41度以下。

・浴室にお湯を張る際、高い

・浸かる時間は10分までの
入浴がおすすめ。

位置からシャワーでお湯張り

・半身浴で心臓に負担を

をする。

かけないようにする。

・浴槽のふたを開けておく。

41℃以下

・入浴前に浴室全体にシャワー
をかける。

★入浴前後の水分補給★
・しっかり水分補給をして
入浴による脱水症状に
ならないようにする。

★入浴のタイミング★
・食事や飲酒の前に済ませる。
・食べてすぐ(30分~１時間以内)の

★湯船から出るときはゆっくり★

入浴は控える。

・立ちくらみを防ぐため

・飲酒した時にはアルコールが

浴槽から上がるときは

抜けた後に入る。

ゆっくりと。
・手すりがあるならつかまる。

★企業出前講座『がんばる地場企業』登録企業の紹介★

大牟田ガス株式会社
今回の特集はヒートショックの原因や症状、予防策について
企業出前講座「がんばる地場企業」に講座を提供していただ
いている大牟田ガス(株)にご協力いただきました。
大牟田ガス(株)は、大牟田市、消防本部、帝京大学福岡
医療技術学部、大牟田医師会、大牟田地区LPガス協会と
連携して、「ヒートショックゼロ運動」を進めています。
今回、ご協力いただいた講座のほかにも長い歴史の中で培わ
れたガスの豆知識についての講座もあります。
ぜひ一度、受講してみてください！
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【大牟田ガス株式会社の出前講座の様子】

企業出前講座「がんばる地場企業」では
様々な業種の企業にご登録
いただいています。
詳しくはこちらから→

★講座・イベント★
吉野地区公民館

◆キレイと健康を手に入れよう！腸活講座
身体の中からキレイになって、代謝や免疫力を高めま
しょう！（全3回）
【時】 2/10、17、24（木） 10：00～12：00
【料】 500円 別途材料費 700円（全3回分）
【定】 16人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 成人
【締切】 2/1（火）
【場・問】 吉野地区公民館
TEL 58-3479
申込みはこちら
直接来館

◆子ども未来デッサン～｢モデル」～
モデルとして活躍されている先輩のお話を
聞いてみませんか？
【時】 2/20（日） 13：00～14：45
【場】 えるる（新栄町6番地１）
【料】 無料
【定】 20人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 市内小学校4年～6年生
【締切】 1/25（火）
申込みはこちら
【問】 生涯学習課
TEL 41-2864 FAX 41-2210 直接来庁
ﾒｰﾙ e-shogaigakushu03@city.omuta.fukuoka.jp

◆普通救命講習会
救命に必要な応急手当（救命処置）を習得する講習会
です。心肺蘇生法等の救命処置について学びませんか？
【時】 2/20(日) 9：30～12：30
【場】 消防本部4階会議室（浄真町46番地）
【料】 無料
【定】 先着30人 【対】 中学生以上
※実技の講習が受けられる方
【締切】 2/10（木）
【問】 消防本部警防課 救急救助係
TEL 53-3542
消防本部ホームページからも申込みできます

◆第13回わくわく！子どもまつり
楽しい体験がいっぱい！みんなで遊びに来ませんか？
【時】 3/6（日） 13：00～16：00
【場】 手鎌地区公民館、サン・アビリティーズおおむた
【料】 無料 ※材料費が必要なものがあります
【対】 どなたでも
【問】 大牟田市子どもの居場所等連絡協議会
（事務局 生涯学習課）
TEL 41-2864 FAX 41-2210
ﾒｰﾙ e-shogaigakushu03@city.omuta.fukuoka.jp

サロンdeアート

◆ザ・ブックエンズ結成50周年プレリサイタル
特別ゲスト：クルール
日本のフォーク、演歌、昭和歌謡、1960～70年代の洋楽
など、幅広いジャンルの音楽を独自のアレンジとハーモ
ニーでお届けします。
【時】 2/6（日） 14：00～（開場 13：30）
【場】 文化会館 憩いのmori
【料】 無料 ※入場制限のため、文化会館･コハマ楽器･
シフォンで整理券を配布します
【問】 090-6422-4427（代表 松尾）

◆『足育カフェ』
モーニングコーヒーを飲みながら足育についてわかりやすく
お話しします。（毎月テーマがかわります。）
【時】 初回2/26（土） 以降毎月第4土曜日
10：00～11：30
【内容】 2/26「子どもと足育」
3/26「若い女性のひえと足育」
4/23「働きざかりの足育」
5/28「ホルモンバランスと足育」
6/25「髪と足育」
7/23「肌と足育」
8/27「筋肉と足育」 9/24「脳と足育」
10/22「免疫力と足育」
【場】 喫茶ポケット（旭町3-1-12/ギャラリー“集”隣り）
【料】 1,500円/1回 （お茶代含む）
【定】 先着5人 【対】 成人
【申込】 1/17（月）～1/26（水）
【問】 TEL、FAX 51-4722 （金子福久美）

★「市民大学講座」動画配信★
令和3年12月8日に開催した「市民大学講座」を動画に
まとめたものを限定配信します。ぜひご覧ください。
【時】 1/17（月）～2/28（月）
【テーマ】 ｢xRのしくみとVR体験
～コロナ禍で加速しているｘR技術～」
【問】 ①氏名、②メールアドレス、
③電話番号を記載の上
下記メールアドレスに送信してください。
動画のURLをお送りします。
申込みはこちら
おおむた生涯学習まちづくり推進協議会
【事務局：生涯学習課 TEL 41-2864】
ﾒｰﾙ e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催
が中止又は延期になる場合があります。 各イベントや
講座に参加する前に、問合せ先に必ずご確認ください。
（表中の記号）
【時】：日時、【場】：会場、【料】：入場料・参加費など、【定】：定員、
【対】：対象者、【締切】：応募締切日、【問】：問合せ・申込み、
【申込】：申込期間
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★平田オリザ氏のワークショップ・講演会★
◆『演劇ワークショップ』
演劇について楽しく学んでみませんか？
【時】 2/23（水・祝） 9：30～12：30
【場】 大牟田文化会館2階 展示室
【対】 高校生で演劇に興味のある方
※経験不問
【料】 無料
申込みはこちら
【定】 10人
【申込】 2/4（金）～ ※定員になり次第締切

平田オリザ氏
1962年、東京生まれ。
劇作家、演出家。劇団「青年団」
主宰であり、「演劇を通したコミュ
ニケーション教育」の実践など
多方面で活躍中。江原河畔劇場
芸術総監督、こまばアゴラ劇場芸術
総監督、豊岡演劇祭フェスティバル・ディレクター。
兵庫県豊岡市に2021年開学した国公立大学では
日本初の演劇を専門とする芸術文化観光専門職
大学の学長。現在、全国で注目を浴びる劇作家、
演出家です。

◆『子どものための
ワークショップと講演会』
演劇をとおして「思考力」「表現力」の可能性を
広げてみませんか？
【時】 2/26（土）
①10：30～12：30
①申込みはこちら
「コミュニケーションワークショップ
～演劇の手法を用いた表現を楽しく学ぼう～」
②13：30～15：00
講演会「これからの子どもたちに必要なこと
～文化芸術がもつチカラ～」
【場】 イオンモール大牟田2階 イオンホール
【対】 ①市内在住の小学5、6年生
（保護者の見学可）
②子どもの教育に興味がある方
②申込みはこちら
【料】 無料 ※①のみ、②のみの参加可
【定】 ①20人 ②50人
【申込】 2/4（金）～ ※定員になり次第締切
【問】 生涯学習課
TEL 41-2864 FAX 41-2210
ﾒｰﾙ e-shogaigakushu01@city.omuta.fukuoka.jp

◆『まなばんかん』・『がんばる地場企業』
表彰式・発表会2022
生涯学習ボランティアとして活動している皆さんと企業出前
講座で学びの機会を提供している企業の表彰式とステージ
発表、作品展示を行います。
【時】 2月27日（日） 10：00～12：00
【場】 駛馬地区公民館 1階 プレイホール
【対】 どなたでも
【料】 無料
【問】 おおむた生涯学習まちづくり推進協議会
（事務局 生涯学習課）
TEL 41-2864 FAX 41-2210
ﾒｰﾙ e-machidukuri@city.omuta.co.jp

★サークル会員募集★
★まなびあいの健康麻雀教室★
初心者のための麻雀教室です。
健康麻雀を覚えてみんなで楽しみましょう！
【活動日時・場所】
①毎週土曜日 13：30～15：30
地域交流施設しらかわ（上白川町）
②毎週日曜日 13：30～15：30
中央地区公民館
※各教室4回/月
【会
費】 2,000円/月（入会金なし）
※ただし未成年と就活青年は無料
【問合せ先】 TEL 080-6402-8271（内田）

次号R3年度 第6号
(R4年3月15日発行)
大牟田周辺で行われるイベントや講座、サークルの会員募集の記事を掲載しませんか♪
の掲載申込み締切りは
※紙面の都合や営利・宗教・政治に関することで掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。 2/15(火)です

『まなびのカタログ』に記事を掲載しませんか？
※個人が実施する学習イベント・講座等の情報は掲載することができません。
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生涯学習のマスコット “マナビィ”

【申込み･問合せ】 おおむた生涯学習まちづくり推進協議会事務局 【生涯学習課】 〒836-0872 大牟田市黄金町1-34
TEL 41-2864 FAX 41-2210 Ｅメール e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

