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Ａ

正解は×
傷口を水道水で洗うのは問題ないのですが、軟膏の種類や薬効によって
は、かえって患部を悪化させたり、病院での治療の妨げになったりしますの
でむやみに使用しないほうがよいでよう。

Ｂ

悪ふざけが原因で鼻血を出した場合は、まずは叱って顔を
上に向かせながら、鼻の穴にティッシュペーパーを詰め、
後頭部を数回叩き刺激を与える。

正解は×
叱らずに、まずは座らせて顔を軽く下に向け、鼻を強くつまんでくださ
い。また、ガーゼを切って鼻孔に詰めて鼻をつまんだり、額から鼻の部分を
冷やしたりすると止血効果はより高まります。後頭部は決して叩かないよう
にしましょう。

Ｃ

熱中症（日射病など）の場合、意識があり、吐き気や嘔吐
などがなければ、冷たい水を大量に補給させるべきである。

正解は×
一度に大量の水は飲ませないで、できればスポーツドリンクなどのイオン
（電解質）をスムーズに補給できる飲料を少しずつ持続的に補給してくださ
い。また、皮膚の温度が高い場合は涼しい場所に移動し、濡れたタオルで皮
膚を拭いたり、首筋などを冷やしたりして体温を下げましょう。

こんな質問もありました
Ｑ：大雨の中で、AED を使うのは正しいのか？
Ａ：傷病者の体や AED、電極パッドが濡れている
状況は好ましくありません。
AED の動作が正しく行われる保障できないか
らです。
Ｑ：AED を使用する場合、子供も大人と同じ対応
でよいのか？
Ａ：AED に関しては、小学生以上であれば大人と
同じ対応でよいのですが、未就学児は幼児用パ
ットを使用したり、小児モードの設定がある機
種では変更して使用したりします。
Ｑ：喉に食物が詰まったときの自己対処法はどうす
ればよいか？
Ａ：自己改善の方法として、咳が最も有効的である
と言われています。
Ｑ：胸骨圧迫のときの力の入れ具合はどうすればよ
いか？
Ａ：手のひらの付け根を胸骨上にあて、成人であれ
ば少なくとも５㎝垂直に圧迫し、小児であれば
胸の厚さの約三分の一の深さで圧迫します。

○×問題に真剣に取り組む PTA 会員

http://www.anzenkai.org/

災害・事故発生の予防を目指して

あなたならどうする？
切り傷などで病院に行く前には、傷口を水道水で洗い、軟
膏などを塗ってから行くと治りが早く、治療行為にも役立
つ。

坂井繁之氏

順」や「応急処置手当」につい
て、「 心 肺 蘇 生 法 と Ａ Ｅ Ｄ を 用
いた除細動」のＤＶＤを使っ
て、分かりやすく教えていただ
きました。改めて初期段階での
手当の大切さを学びました。
最後に「とっさの手当が命を
救う」と題して十五題の○×問
題に挑戦しました。

とっさの 手当 が 命 を 救う

講師

県内三地区で
「安全教育研修会」を開催

富山地区・射水地区・南砺地
区 の 三 会 場 に お い て、「 安 全 教
育研修会」を開催しました。
こ の 研 修 会 の 趣 旨 は、「 災
害・事故の発生を予防し、事故
が発生しても被害を最小限にと
どめることができる基本的な課
題について、積極的に取り組み
解決しようとする資質を養う。」
ということです。
各会場では、はじめに親子安
全会から、これまでのあゆみと
事業内容、各種手続きについて
説明がありました。
次に、日本赤十字社富山県支
部の救急法指導員である坂井繁
之さんに応急処置研修をしてい
ただきました。
研修では「一次救命処置の手
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富山県PTA親子安全会

PTA 主催の行事だけでなく、PTA として
の学校行事への協力や各種 PTA 研修会への
参加、また、PTA が共催した地域のイベン
ト等であっても災害見舞金を給付していま
す。児童・生徒・保護者はもちろん、教職員
の方も対象となります。
また、行事だけでなく、その行き帰りの際
に起こった災害も対象となります。

災害見舞金の給付例
役員会や各種書類配布中の災害
◦役員会へ行く途中
夜道、滑って転倒し手をついて捻挫した。
役員会の帰り道、車で事故を起こしケガ
をした。
◦ PTA 広報紙配布中
広報紙配布中に犬にかまれた。

新しいＤＶＤの
ご案内
◯こんなときが危ない！
小学生のための
自転車安全教室
（ 分）

自転車は楽しい乗り物
ですが、時として大事故
を起こすこともあります。
正しい乗り方や、ルー
ル・マナーを学び、交通
安全意識を高めて楽しく
自転車に乗りましょう。
◯そのクリックは
危険です！
代

代の若者たち～

～被害にあった

（ 分）

社会問題となっている
脱法ドラッグ、このドラ

～脱法ハーブが奪った未来～

○ドラッグの悲劇

１８

１９

PTA 主催の行事に参加しての災害
◦資源回収
夏場の作業で熱中症になった。
◦親子ドッジボール大会
アキレス腱を断裂した。
◦親子料理教室
熱湯が手にかかりやけどした。
学校行事に PTA として協力しての災害
◦運動会
PTA 種目の借り物競争に参加、転んで
足を骨折した。
◦プール監視
濡れた床で滑って頭を打撲した。
◦スキー学習
講師として参加、転倒して捻挫した。

１７

（ 分）

スマートフォンの普及
で簡単に世界中の情報が
手に入る世の中になり、
それにともなってネット
での犯罪も急速に増えて
いる昨今、被害に遭わな
いポイントを紹介します。
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と 、 PTA 活 動 は も っ と 楽 し
ある
心が
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★災害見舞金の請求は、ケガが完治するまで待たなくて大丈夫です！
★災害が発生した場合はすぐに医療機関で診察を受け、診療書（第5号様式）にその状況を記入してもらい、災害報告・見舞
金請求書（第3号様式）と PTA 会長名の行事開催案内文を同封のうえ、学校を通じて事務局までご送付ください。
★災害発生より3年以内なら請求可能です！

ッグで青年の未来が壊れ
ていく恐ろしさをドラマ
にしています。

親子安全会では、公益
事業の一つとして視聴覚
教材の貸出しを行ってい
ます。
◆貸出し方法は
・貸出し料金 無料
・貸出し期間 一週間
・ 送料も親子安全会が負担

学級ＰＴＡや親子活
動にご利用ください。
ＰＴＡ会長または団
体の代表者名で申し込
んでください。
申し込み方法と申込
書はホームページをご
覧ください。

就学奨励生の募集

（返済の必要はありません。
）

親子安全会では、校長
先生の推薦のもと、学費
の支弁が困難な児童・生
徒さんに対して、就学奨
励金を給付しています。
小学生…年額二万円
中学生…年額三万円

各学校で手続きをお願
いします。

【本年度 広報委員】

◎委員長
濵藤 浩人 （魚 津 地 区）
◎委 員
野村 慎吾 （入善・入善中）
谷村 一成 （黒 部 地 区）
上野 康人 （滑川・寺家小）
久我奈美子 （上市・上市中）
講神 司一 （立山・立山中央小）
庄司 昌弘 （富山・呉羽中）
鮒田 大起 （射水・小杉南中）
鉾井 文明 （立山・雄山中）

編集後記

今年は台風・大雨などの自
然災害により、自宅の倒壊・
浸水・道路の冠水、そして人
的被害といったニュースが何
度も報道されました。
予期せぬ自然災害から身を
守るためには、正しい知識を
もち、実際に避難しなければ
ならなくなったときには、速
やかに避難場所などへ移動で
きるよう、日頃からの準備が
重要だと思います。
「防災は家庭から」と言わ
れます。もしものときを想定
した話を親子で普段からして
おくことが大切です。
皆さんのご家庭
ではいかがでしょ
うか。

※再生紙を使用しています。

