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夏バテから秋 バテ・稲科の花粉症へ

「辛い」と嘆きますか？対策しますか？

少しずつ涼しくなって過ごしやす
いはずなのに“夏バテ”に似た症状
が続いていることを“秋バテ”と呼
ぶそ うで す。 その うち“ 冬バ テ”
“春バテ”と、年中バテバテが当た
り前になりそうで恐ろしいです。
そんな中、みなさんはどうありた
いですか？「辛い…辛い…」と引き
こもるよりも、秋の味覚を楽しむ人
でありたいと私は思います(*^^*)♪
親 戚 の お 婆 ち ゃ ん の 実 話

先日私が目の当たりにした恐ろし
い本当の話を、本人の承諾を得てみ
なさんにもシェアさせてもらいます。
お婆ちゃんは現役で自営業をバリ
バリ手伝うＳさん７８歳です。
ある日、昼に私の携帯がなった時
出れず、即折り返したのに彼女は出
ませんでした。忙しいのかと思いな
がら、夕方家まで行って顔を見たら
真っ青でビックリ。「大丈夫？」と
きくと「今はもう大丈夫。昼は救急
車を呼んでもらおうと思って電話したけど、か
かってきた時はえらくて出れなかった。その後
ニトロ飲んだら元気になったから、銀行とか走
り回ってた～」と言うのです。病院でもらった
ニトロがあって良かったと青い顔してニヤッと
笑いながら話すも、いつも人一倍食べる人が食
欲もゼロ。明日朝もえらかったら病院に行って
くると言うものの、そんな様子の人をほってお
くわけにはいかず、夜間診療に無理やり連れて
行きました。胸が苦しい…頭がいたい…あぶら
汗がとまらなかった…等々、ニトロを飲んだ後、
銀行に行ったことや普段の様子も横で伝えて、
待ち時間には持参したペットボトルの水を飲ま
せながら、横にならせてほしいとリクエストし
ての夜の病院。対応してくれた先生が優しく眼
を見て話してくれるイケメンさんで少し癒され
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平成29年9月30日

毎月一回不定期発行予定は未定…でも…やる気は満々がんばります
(*^^*)♪と言いながら平成25年3月3日の創刊号から書き続けてきまし
た。天文学的にも未知数にちかい確立で、ご縁をいただいた大切なみ
なさまへ、前回より気分を変えて横書きで…何かほんの少しでもお役
に立てれば幸いです。 深謝☆

ながら、心電図・血液検査・胸のレントゲン・
頭のＣＴもしてくれました。日本の医療に感謝
しながら、出てきた結果に ビックリ ポン!!
Ａ４の紙を渡されて先生の説明「血液検査の
結果です。僕はこの数値が心配で見たかった。
高かったら心臓に問題があるかもしれなかった
けどこれは大丈夫。脳も異常はみられなかった
し、気になるのはこれとこれ…」蛍光ペンで印
をつけながら「これが何かというと、脱水ぎみ
なんだよね」と…
はぴねす新聞をご講読のみなさんはご存知だ
と思いますが、普段から常温のお水を飲むこと
を強くオススメしています。そして検査結果が
“脱水ぎみ”とは、言うまでもなくＳさんはア
リャ…と私の顔を見上げ、私もＳさんをギロリ
と半分にらみつける状況はご想像にお任せしま
す。何はともあれ、これで済んで本当に良かっ
た！朝まで放置なら、脱水症状で大事になり救
急車から、後遺症も出たかもしれません。以前
救急車受け入れの現場で働く看護師さんから教
えてもらった貴重な話があります。救急車で病
院に到着して一番にすることは血液検査。その
血液はほぼ全員真っ黒だと。どうして真っ黒な
のか尋ねたら、脱水症状でそうなると教えてく
れました。“秋バテ”も花粉症も、先
ず自分でできる簡単で重要な対策は…
『常温の水を今以上に飲むこと』です！

＊10月のスケジュール＊
＜耳つぼ＞
＊ 10/6(金) 8時～17時 留守です。
＊ 10/29(日) お休みです。
営業時間は8～18時ですが、下記の時間は
ご注意ください。※ご予約が確実です。
★月…10時～11時体操 ★火…岐阜へ出張
★水…定休日 ★木＆土…10～11時・13～14時
体操 ★金＆日…終日ＯＫ です(*^^*)♪

【営業時間】＊あうんハピネス… 9時～18時 定休日:水曜日 ＊耳つぼ… 木金土日月 8時～18時 定休日:火曜日＆水曜日

発行所:あうんハピネス with 笑顔のさぼてん倶楽部 〒486-0816 春日井市東野新町1-8-4 電話:0568-87-4566

aunhappiness.com

☆１０月のイベント☆
山中法子講師
＊手相と九星気学
「楽しいから笑うんじゃな
１０月１４日 土( １)４時
い。笑うから楽しいんだ」
サンサーラ 大輪講師
＊自 力運動 療法 実践 会
鑑定料３０分３９００円
１０月２８日 土( １)９時
☆１ポイント手相５００円
参加費 ２０００円
もお気軽で大好評♪
木村啓人講師
＊福笑己書道場
肩こりや腰痛が自分で対
テーマは当日のお楽しみ♪
処できるようになる。が
１０月１４日 土 １９時
んばらないで不思議体験
(
)
１０月１５日 日 １０時
ハピネス健康体操
(
)
蟹江幸世師範
月曜日１０時～
参加費 ２０００縁
木曜日１０時～１３時～
１０月１４日 土 １９時
土曜日１０時～
(
)
１０月１５日 日 １０時
毎週開催しています！
(
)
筆ペンとお友だちになっ
アンチエイジングに最適
て、自分の固定観念とさ
よならできる素敵なひと
時です♪初心者大歓迎
字が下手で悩んでいる方
もぜひどうぞ～♪
歌声サロン さとちゃん
１０月２７日 金( １)４時
参加費 一般１０００円
伊藤智子さん
ギターの生演奏でみんな
からのリクエスト曲を一
緒に歌う楽しい会です！
笑いヨガ
１０月２８日 土( １)４時
参加費 一般１０００円
ご

15年目の地元に優しいリサイクルショップより

← こ の マ ー クは ご き げ
んサークルの会員さんは
参加費無料の印です。
【ごきげんサークルとは】
春日井市認定の住民主体の
ミニデイサービスです。
６５歳以上、春日井市在住
の方で、自力であうんハピ
ネスまでお出かけ下さる方
が対象。「笑顔・生きがい・
安心のお手伝い」を目的と
した会員制のサロンです。
お一人暮らしの方はもちろ
ん、家族と同居の方もお出
かけ下さい。いろいろなイ
ベントを企画していきます。。
◇会員登録のご案内
◎月木土日曜日
◎ 開催時 間は別 途ス
ケ ジュー ルにて ご確
認ください。
◎月会費３０００円
※ ハピネ ス健康 体操
を 含め、 週２回 ご都
合 に合わ せてお 好き
な イベン トにご 参加
ください。※材料代・
飲 食代等 が別途 必要
な場合あり。
◎ 詳細・ ご質問 は佐
藤千鶴子迄お気軽に！

＊お気軽にお問い合せください＊
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ご

◎写真整理＆アルバム作成 ２万円～
◎ご用聞きサービス１時間3,500円(税別)

笑顔のサボテン暦☆

◆今、金が高値です◆
みなさんご存知ですか？
今、また金の値段が高くなっ
ている事を！もしも昔流行っ
たキンキンの喜平ネックレ
スや壊れた指輪、片方失く
したイヤリングなどがタン
スに眠っていたら、嬉しい ◆ 新 品 ス ー ツ 販 売 会 ◆
お小遣いになることでしょ
う♪合わせて、鑑定書付の
宝石や、古いＲＯＬＥＸ時
計まで、リサイクルショッ
プとして１５年目のあうん
ハピネスにお気軽にご相談
ください。※秘密厳守！！
１０月２１日 土( ～)１０月
３１日 火( の)９時～１９時
４０００円～勢ぞろいです
※期間中休み無しで営業
大好評の工場直送訳あり品
現品限りの早い者勝ち！！
ビジネススーツはもちろん
リクルート、成人式、入学
式からフォーマルまで、ぜ
ひお知り合いもお誘いあわ
せの上、ご来店ください♪
いろいろなシーンでのコー
ディネイトやネクタイの結
び方まで、オシャレのプロ
にお任せくださいね！！
◆名鉄百貨店ｄｅ耳つぼ◆

１０月２５日 水( １)０時～
名鉄百貨店８階わくわくサ
ロンにて出張耳つぼやって
ます！！遊びに来てね～♪

お見積り無料

◎生前整理のススメ

ご

ご
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ご自分の手で心をこめて、物と想い出の
整理をしたいと思いませんか!!

お見積り無料!!家族に迷惑をかけずに

幸せな人生のエンディングを迎えるために

