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醒給水所にど二二ル袋入
リの「かち割り氷」を置く三 園フィニッシュ地点に水温
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田男女ともコース上の車 列に救急車も加わり、体奪

るビニール袋入りの氷を選
手の後押しに起用すること
にした︒給水所も通常の5
㌔おきから2・5㌔ごとに
し︑後半はさらに増やす︒フ
ィニッシュ地点には︑選手
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MGCの主な暑さ対策

心に通常の2倍以上に
増やす

8−15度のアイスバス

（氷風呂）を設置し、医師
と看護師が待機

喜かねば︑とずっと思って

語る人が多いことだ︒複数の

気になっていたのは︑この
満州島の話をなぜか﹁慰安婦

もに朝鮮・済州島で﹃慰安婦

裁判で︑日本軍による女性の

いた︒慰安婦問題のことであ

狩り﹄をした﹂という︑いわ

拉致などが認定されているに

問題はデマ︒強制運行はなか

ゆる﹁吉田証言﹂をもとにし

る︒読者も朝日新聞が201

た記事18本を取り消したこと

った﹂という話にすり替えて

賞芝公園と共立女子大に 休憩所を設け、かち割り 氷やネッククーラー、保 冷剤など計2000個を無 ∴ 昨年8月のジャカルタ アジア大会男子マラソ ＼

4年に﹁戦時中︑日本軍とと

調不良の選手を医療機 関に搬送：

もかかわらず︑だ︒
そこに持ち上がったのか国
はご記憶だろう︒

手首を冷やしながら走
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臨給水所の数を後半を中
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がすぐに飛び込めるアイス
バス︵氷風呂︶を用意する︒
MGCでメディカルディ

レクターを務める日本陸運

︵62︶は﹁かち割り氷は表面

積が大きく︑体を冷やす上

で有効︒また給水所を倍増
し︑仮に給水に失敗しても

MGC

﹁慰安婦問題﹂おさらい

登睡蓮 叫。

竃に一

の見通しを宗主
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台風15号による大規模停

電が長引く千葉県では︑台 葉市と四街道南
アでも停電が一

日午前10時時点でも19万8

菅原一発経済商

ど︑復旧作業は一

風通過から5日目となる13

600戸で停電が続いた︒

の閣議後記者会

両日中に復旧甘

東京電力パワーグリッドが

12日中に全域で解消すると
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全面復旧に暗闇

かるところも未
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おさらいした︒︻吉井理詰︼

るのは誰か︒史実はどうだっ

本当に日本をおとしめてい

制運行はなかった﹂発言が続
出した︒

ーレ﹂の企画展中止騒動であ
る︒ここでも︑政治家から﹁強
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