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呼び習わされているそうです。 

暑さが次第に厳しくなってくる頃 

一年でもっとも暑さが厳しい時期 

暑い季節になりました。室内でも熱中症

の危険があります。こまめに水分補給し

ましょう。お部屋の温度調整、体調に変

化のある方は早めに声をかけてください


