92,359人

⁚・．

ました︒よう考えたら︑た

−ルだ﹂と飼い主が言って
でご利用を︒それ以後は︑

しかに感情が抑えら元ない

していく上での最低限のル

毎年ちゃんと︑

開業獣医で随時受けられま

時もあるし︑ほかの犬に

期集合注射を行っているの

︵凶21･ ＣＭ ‑ａ︶'‑︶べ︒

マナーを守って飼っていますか

・

す︵その後も毎年四月に登

ほえ卵れたら︑自然とこっ

せん。そして、しかるのも何か悪いことをしたそのときに

名犬ポチのおはなし
フ

録と注射を受けさせてくだ

ちも向かっていってしまう

犬はしかられているのか、ほめられているのか、分かりま

≒

狂犬病予防注射に行ってます

さい︶︒またその時に︑鑑

から︑つない︒でもβ幻な仕

させることです。そうでないと、

・

狂犬病の予防注射を受けさ

るので犬に着けてください︒

札・注射済み票が交付され

上手にしつけをするゴッは、し

いいなあと思います︒

帰ってくれるようになれば

この記事を読んで持って

しぐなります︒

わへんと︑こっちが恥ずか

ゃんとマナーを守ってもら

使わないまま帰ります︒ち

のに︑格好だけでそれを

紙︑スコ″プは持っていく

飼い主はビニール袋と新聞

さすがに無理やから︒私の

帰れたら一番なんやけど︑

す︒ほんまは︑私か持って

帰ってほしいということで

私のフンをちゃんと持って

ます︒散歩に行ったとき︑

け直してほしいことがあり

飼い主なんですが︑一つだ

こんなに素晴らしい私の

怒るのが一番やと思う︒

など分かりやすい言葉で︑

かる態度とほめる態度をはっきり

パ ヽ¨

せなければなりません︒毎

んか分からんかったら意味

3.排せつの場所を決めてさせる

． ・べ へ ≒ ゛

私の名前はポチ︒分から

年四月に市内四十会場で定

ほかにもいろんな飼い主

方ないなあと思う︒

の話を聞きます︒腹立つこ

わざわざ犬を連れてく人と
か・⁝

ほかの犬の話を聞いてみ

ないし︒それには悪いこと

しからなければなりません。
根気と愛情を持って、繰り返し教えていきましょう。

⁝⁝⁝⁝私たちにブ潤〜と安 らぎ差与えてく︷れる動≒
ニ物だちノしかしノ飼Ｉ王は大熹な責任４負う⁝⁝⁝

はると思うけど犬です︒私

最低限のルールです
鎖につなぐのは︑

の飼い主は︑とっても大事
にしてくれるんで︑何不自
由なく暮らしてます︒

とがあったらすぐ犬に八つ

毎年四月になると狂犬病

当たりをする人とか︑子供

私は鎖につながれていま

ちょっと気が荒いのが欠点

き取ります︒毎週月曜午前

一番︑腹が立つのは

が遊んでる児童公園の中に

予防注射・登録にも連れて

だめているんやけど⁝︒

ってくれるんで︑怖い狂犬
散歩の時に会ラ仲間には
ほかにもいろんなのがいま

すが︑﹁これは町中で暮ら

病にもなる心配がありませ

す︒結構︑いい加減な飼い

ん︒
友達のジョンは注射も登

主が多くてみんなほんまに

犬を無責任に捨てる人

録もしてもらっているけど︑

です︒彼の飼い主は︑なぜ

化︑子が生まれたけど飼え

コロはいい奴なんですが︑

かわいそうです︒

保健所の人に連れていかれ

でも一番腹が立つのが︑

を着けてくれなかったんで︑

飼い主が鑑札・注射済み票

そうになったと︑嘆いてま

か彼をつないでおきません︒

いるのです。

飼えない時は︑保健所で引
した︒

フンの後始末だけが⁝

九時〜十時半︑印鑑を持参

いい飼い主やけど

ないなどの理由で︑犬や猫

い始めたんやったら最後ま

知り合いのある犬は︑飼

をやったそのとき﹁ダメ﹂

犬小屋もきれいにしてく

ると私の飼い主は本当にい

れるし︑私か小さい時から

い人やなあと思う︒
何日かは近所をぶらぶらし

分かりやすく厳しくＬ石っ

い主が引っ越したのに︑放

てました︒食べ物がないの

てぐれたんで︑やっていい

こと︑やったらあかんこと

げられてました︒いつの間
にか︑姿は見なくなりまし

です︒怒られても何か悪い

これは結構︑大事なこと

がすぐに分かりました︒

※引っ越しなどの環境の変

した︒

たけど︒すごく哀れな姿で

でごみをあさって︑石を投

っておかれました︒その後

を裏切るのはやめてほしい

いるんやから︑人間がそれ

しい︒犬は人間舎信頼して

でちゃんと貴任を持ってほ

犬を捨て帚人︒犬の私がい

2.ほかの犬や人に向かわせない
いつか子供のいたずらとか

1.むだぼえをさせない
※生後九十一日以上の犬を

基本的なしつけとしては次のことが挙げられます。

し宇治保健所へ︵無料︶︒

め年１回の狂犬病予防注射が義務付けられて

を捨てるのは絶対にやめて

本でもいつ流行するか分かりません。このた

うのも変やけど︑もらった

は現在、発生していません。
しかし、海外では毎年発生しています。日

に怒ってかみついてしまわ

飼い犬の登録と予防注射が徹底され、日本で

飼い始めたら︑＝一十日以内

い神経症となり100％死亡します。
昭和25年に制定された狂犬病予防法の下で、

ください︒もしどうしても

犬の病気の中で最も恐ろしいのが狂犬病で

にせよ︑買ったにせよ︑飼

しつけは根気と愛情を持って

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆
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90,101人

女

Ｉ
ＣＭ年制
／成99
５３

11月は犬の適正

課
報

182,460人（前月比53人増）
男

へんか心配です︒いつもな

す。この病気は人にも感染し、発病すれば重

●毎月1 U･ll日･21日発行

ロ

に︑登録をするとともに︑

恐ろしい狂犬病

宇治琵琶33番ia

（平成５年ll月1日現在）

広
編集

京都府宇治市

発行

1平い
Ｉ

飼養推進月間

a （0774）22−3141
人

62,012世帯（前月比88世帯増）
世帯数

第1008号

〒en京都府宇治市

傘
口
人
の
市

産業会館で

内の事業所に続けて５年以

に５年以上続けて在住▼市

から︑産業会館で開催︒当

の勤労感謝の日の午前十時

表彰式は十一月二十三日

披露していただきます︒

に︑表具の仕立ての技能を

たたえるとともに︑技能水

展に尽くされた人の功労を

考委員会で審議して決定さ

された候補者の中から︑選

工業者の団体などから推薦

印刷職四十五年

■高井幸一︵七〇て菟道荒掴︑

大幡︑造園職四十一年

回井内惣五郎︵六八︶＝横島町

表具職四十二年

■神田耕司︵六〇て宇治壱番︑

山︑表具職三十一年

■青沼スミ子︵六〇て木幡南

保︑製茶職四十六年

回木下孝治？て小倉町久

林︑左官職四十六年

■菊地勝美︵ ハー︶＝五ケ庄梅

左官職四十六年

■北岡四郎︵六一︶五香笹田︑

電気工事職四十年

■太田利三︵六二︶＝宇治妙楽︑

中︑紙器製造職三十四年

■中西清一郎︵♪一︶土香苗

製茶職四十八年

回田和清正︵六四て宇治若森︑

表彰式は11月23日︵祝︶

上従事▼経験年数30年以上

対象となるのは︑▼市内

宇治市技能功労者表彰制
▼満60歳以上▼小規模事業

＝

度は︑長年一つの仕事に携
所に従事している人︒各商

技能功労者とは

８職種・11人を表彰
十一月二十三日は勤労感謝の
日︒市ではこの日︑長年にわた
って一つの仕事に取り組み︑技
わり︑優れた技能で市の発

受賞の皆さん

準の向上を図ることを目的
れます︒これまでの表彰者

北ノ山ヽ映糸職六十二年

■金山芳久︵七七︶＝大久保町

︵敬称略・年齢順︶

とするもの︒昭和四十七年

種︑四百七十一人となりま

は︑今回を含め︑六十六職

参加資格⁝中学生以上で
健康な人▼参加費⁝中学
生＝1000円︑高校生

木下

亡し︵同一人増︶︑一千

同月比五件増︶︒七人が死

数は八百三十九件︵前年

月から九月の事故発生件

久御山町︶でも︑今年一

宇治貧管内︵宇治市・

しい状況が続いています︒

の同月を上回るという厳

負傷者数が︑ともに昨年

末までの交通事故の件数︑

た︒そして今年も︑八月

して八十万人を超えまし

死亡︒負傷者も四年連続

を超える人が交通事故で

年連続して︑一万一千人

全国では︑昨年まで四

をなくすために・

シート

ベルトの

正しい

れば助かった可能性があ

約四割は︑もし締めてい

万一の事故に備え︑シ

ると言われています︒

に締めましょう︵正しい

ートベルトは必ず︑確実

締め方については︑左の

お年寄りには

囲みを参照︶︒

人ひとりが︑常に﹁思い

の近道はありません︒一

交通事故をなくすため

ています︵同四十一人増︶︒

六十二人もの人が負傷し

をもって接し︑交通事故

もお年寄りにはやさしさ

意を︒また︑運転する人

間の外出時には十分ご注

高齢者の皆さん︑特に夜

しています︵表１参照︶︒

お年寄りの事故が多発

思いやりを持って

やりと譲り合い﹂を心掛

若い命を

無駄にしないで

若者の自動車事故が後

を絶ちません︵表２参照︶︒

亡した人の約八割が︑シ

運転を心掛けましょう︒

理な追い越しなど︒安全

スピードの出し過ぎや無

原因で目立つのはやはり︑

ートベルトを締めていま

〜24政

一・・一・ゆいＩｅ一一ゆ一一一い●一一φ一一い一一●＠●●φい●一φ一●１●φ・一一・＠・・一・一一＠一一一︸・一︸一・一φ●
λＪｔｒ
ｙｗ
ｗ

5哉以下
1

6〜19歳
1

一一一

5〜29政
2

0蔵代
3

40歳代

50政代

0〜64歳
6

5歳以上
6

せんでした︒そのうちの

自動車に乗っていて死

締めよう

シートベルトを

ないのです︒

を守ることＩＩこれしか

から守りましょう︒

・・

け︑交通ルールとマナー

守ることから始め
よう

41

孝治さん
青沼スミ子さん

能を磨いてこられた十一人の皆

井内惣五郎さん

に始まり︑今年で二十二回

加し︑宇治の冬のスポー
ツイベントとしてすっか
り定着していますが︑今

611五ケ

前売り券各プレイガイドで好評発売中

さんを︑宇治市技能功労者とし

んか（昨年の大会で）

を数えます︒

この大会は︑他府県か

す︒

らも多くのランナーが参

＝︱﹇Ｄ００円︑ 一般=(＾ａ
５００円▼申し込み・：所
定の申込書に参加費を添
えて︑卵宇治市体育協会
・第十一回宇治川マラソ
ン大会事務局︵〒
庄三番割・黄奨体育館内︑
萱32・1905︶へ︒申込
書は同事務局と市民体育
課にあります▼申込期限

由席/÷般4000円・高校生以下3ooo円/当日各500

北岡

ルールとマナーを

ｿ表2……第'!｡当事者年齢層別｡]

て表彰します︒

第十一回宇治川マラソ
ン大会は︑平成六年二月
二十七日剛に開催されま

回からは︑二十 ｆに代わ
ってハーフマラソンの部
を新設︒さらに走りがい
のあるコースになりまし
た︒
市民の皆さんも奮って
ご参加を／
▼とき・：６年２月27日

○５Ｊの部＝中学生男・

面︵雨天決行︶▼種目・：

消印有効︶▼問い合わせ

ぐ

四郎さん
勝美さん

な

芳久さん
金山

交通事故

…………う表1ﾌﾞ………j死者ぬ年齢層別☆

締め方

深く腰掛ける

・・・６年１月14日倒︵当日

位までの人には賞状・賞

・・・・同事務局へ▼表彰⁝一⁝一

京都府
※数字は 今年１〜９月、
※第１当事者‥
故関係者

シートは倒さず、

骨盤を
巻くように

失が最も

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

歌劇「フィガロの結婚」序曲
ヴァイオリン協奏曲ホ短調
交響曲第６番へ長調「田園」作品68

菊地

緊ぷ皆赫宇治市文化センターS20‑2111

･.:

･ﾆ.，･･し.・.≒ヤ．;･．･ﾔ.･

．．ｙ

Ｅ

15 16 20 25 30 40 50 60 65
i&. I ト1 歳歳a
I 歳
以19 24 29ｲ久ｲ久代64
以
下歳歳歳
歳上

Ｅ子どもには
ヨチヤイルドシートを

女︑一般︵高校生以占
男・女︑壮年男子︵40歳
以上︶・女子︵35歳以上︶

品を︑また︑第ｒ ^回大会
にちなんだ特別賞を設け

ーモニー交響楽団

哭
ています︒

大阪フイルハ

中西清一郎さん

に

◎10％の部＝一般︵高
校生以占男・女○ハ

︵高校生以上︶男・女▼

ーフマラソンの部上般

府民芸術劇場･芸術文化振興基金助成事業

利三さん

6年１月14日吻
文化センタＴ大ホール
ニューイヤーコンサート
午後ら時半開演

表彰式当日︑表具の仕立ての技能を披露して

ハーフマラソンの部を新設

太田

I冒回護モーツァルト
メンデルスゾーン
ベートーヴェン

いただく神田耕司さん

参加者募集！

幸一さん
高井

第22回宇治市技能功労者

第11回宇治川マラソン大会

1993年（平成５年）11月21日発行（2）
り
治市政だよ
宇
第1008号
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22日･29日、2月５日・26日,
月５日の土El.午後2時〜n時半

−・販売＝午後i時半〜。市役所

…市内在住で身体に障害がある人。

[〉内容…○政治改革はできるのか

北玄関横[〉販売台数・価格…糸勺60

先着25人C〉2ゲームで500円(靴

○景気の動向と私たちの暮らし○

台。6000円･7000円・8000円の３

券込み)。

これからの高齢者問IS‑年金の課

種類。希望者多数の場合は抽選

題も含めて○税制改革はどうなる

[函はがき(1人１枚)に｢リサイク

か・所i聊勣原見と消費税をめぐっ

ル自転車購入抽選券申込書｣と、

てほかC〉講師…京都新聞社論説委

住所、氏名、年齢、電話番号、放

員・久津間保治さん圃同館。先

置自転車やリサイクルに対するあ

催し

BOX

・障害児教育・啓発の集い
C〉12月１日附午前io時

正午、

宇治公民.tf[〉内容…○啓発映画○
講演＝保護者、障害児学級担当教
図書館
■開館1周年記念読書講演会
E〉25日餅後１時半3幹、
束宇治コミュニティセンターi〉講
済･。｢絵本はなくても子どもは育
つー絵本をあたえる本当の意味｣
＝日本子ども文化専門学院講師・
岩城敏之さん[圃東宇治図書館(S

日出・12日〔日〕のどちらか。午後i

員、適正就学指導委員会圃学校

時〜４時。各先着40人E〉講師…日

教育課(内恕(>i2)。

4時。各先着24人

【〉講師…料理研究家・星野美智子
さん[〉1500円。

事前に同館に連絡を。

健康講演会と健康体操

C〉指導‥･食生活改善推進員｢若葉

立案のための基礎資料として利用

11/30火文化センター
午前10時io分 n時半

の会｣ほか【〉持ち物…エプロン、

されます。市内でも約600世帯が

三角きんほか匝同館。22日(月)か

対象となっています。対象となる

ら。先着2A人

家庭には、24日出〜12月７日(火)の

E〉26日出午前10時

力をお願いします。調査の内容は、

当は当日受付で申し込めます(持

＝京都市身障者リハビリテーショ

参も可)[〉内容…m部＝おはなし

ンセンター訓練部長・一坂章さん

会、II部＝交流会圃サークルお

○運動実技｢ス1ヽレッチ・演歌に

はなしたまてばこり可部さん(a

合わせて｣＝京都府伏見港公園総

24−8220)。

合体育館運動指導員・足立小石さ

講座・教室

ん[〉主催…京都府看護協会山城地

・宇治市女性問題セミナー・女性

区圃健康医療課(内線!2333)。

を、リサイクル販売します。購入

応募者の中から抽選で約200人に

保青少年センター｢小学生の国際

思われがちな政治・経済問題につ

｢リサイクル自転車購入抽選券｣

交流学習｣のm師は「ジョン・ジ

いて、裏話を交え、やさしく解説

をお送りします。当日は、この抽

ューマーカーさん｣でした。おわ

します。C〉12月18日･25日、１月

選券がないと入場できません。E〉

びし、訂正します。

保健所(豊21−2191)。
福祉

後6時半

・デイ・サービス

圃歴史資料館020−1311)。先
mo人。

圃いずれも同館(S46−0780)。

月分

品目

ア−イ ツ−V

台所用
ラップ
アルミ
ホイル
洗濯用
粉石鹸

０▲4.0

25CIX8m

146 5.8▲0.7

2.4ks

835 1.6 5.2

すき焼き用

388▲2.0

紅

鮭切り身mg

289 10.7

男爵100
g
Ｍサイズパック入り

卵10個

日清サラダ油
ポリ容器1 ￡
キッコーマン渡口

■予約加入受け付け中
■11月30日(火)まで

120

肉中程度ioof

食用油

雨午前9時半〜午後２時、総合福

料理研究家■寺崎ひろ子さん[〉50

944円▲1.8* ▲2.9｀
1064
0.1
2.0

牛

鶏

交通災害共済・火災共済

祉会館C〉対象…市内在住で身体に

価格状況

鴇iS 刻 衣 月 比 対瞬年Jt

キャベツ中玉約lte

22−5650、ファクス22−5654)。

0円。

格

11

400枚1箱
A 3.9▲17.5
クリネ・クス･ｽｺﾌﾃｨ 99
サランラップ
14.1 4.3
219
30ai×20m

ユ

ペーパー

バレイショ

〈おもてなし料王里〉C〉12月２日

規

18 4店頭
灯
油18 i配達
レギュラー
ガソリン 1 ￡現金売り

まさかの時に備えて

障害がある人。先着20人Ｄ指導…

・城南勤労者福祉会館の教室

お買い物のめやす

圃いずれも社会福祉協議会(a

4時、中央公民館C〉講師…歴史
資料館職則〉テキスト代200円

まで
30日︵火︶
しわがれ声が
実
続い施
てい中
ませ！
んか？ 11月
喉頭がん検診

｢今、エイズを考える｣[Ｍ宇治

月20日〜1月31日の月・木曜、午

＼7日面午後２時

イスカッション

市内の協力耳鼻咽喉科病・医院で

夫さん○パネルテ

[〉12月14日(火)

▽対象・：しわがれ声

イズサーベイランス委員・南谷幹

城南地域職業馴練センターの講座

9時[〉１万1700円。

が２週間以上続いてい

さん晋女性政示室(020−8759)。

■第９回古文書講習会

る40歳以上の男性▽費

4時半、文化セン

展開を見せるエイズ｣＝厚生省エ

〈ワープロ・初級プラス〉[〉12

用・：700円回于治

にちなんで行います。E〉12月１日

久世医師会事務局︵昔

22･tＯ ＊００t^)

12月１日の｢世界エイズデー｣

タベ〉内容…○基調報告｢新しい

【訂正】11月11日号第３面の大久

希望の人ははがきで申し込みを。

〈B寺事問題講座〉とかく難しく

■エイズシンポジウム

文化情報センター所長り獅ﾐ押月子

87)。

23▲11.5

０
‑

▲4.2

183▲34.2 33.6
145 4.3▲7.1
519 1.6▲18.3

しよう油 ポリ容器1 e

262 6.3▲9.0

砂

糖上白1kg

212 0.5▲8.6

み

そタケヤミソ1kg

376▲1.3

▲4.3

問い合わせ…交通対策課(内線2258)

<ボウリング教室〉[〉12

〈正月用着付け数字￨〉D〉12月11

'93宇治福祉まつり
カメラで
市社会福祉協議会では、11月を｢ふれあい月間｣
おじゃま

福祉まつり｣。ほかにも介護用品展やボランティ
22−5650,ファクス22−5654)へ。
オープニングは共同
子どもたちの人気を集めた

のが︑手話サークルによる

ミニ手話教室
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94年のミス宇治３人も決定

ア集会などが行われます。詳しくは同協議会(S
作業所の仲間太鼓

工藤夕･a(左)、観世栄夫らの出演に

サンフェア宇治'93

受賞者の皆さんの表情も晴れやか

よるバイパー能｢浮舟・夢・源氏｣

と定め、福祉に関する催しを行っています。その
第1弾として11月７日(日)に行われたのが'''S3宇治

このにぎわいＩ

紫式部文学賞・市民文化賞の受賞式を中心とす

るイベント﹁源氏ろまん93﹂が︑十一月十三日出

た︑地域の産業振興を目的とする﹁サンフェア宇

・十四日間に︑文化センターで行われました︒ま

治翻﹂も同時開催され︑連日︑多くの人でにぎわ

いました︒

源治ろまん'93

※これは︑１１月初めに実施した消費生活モニター店頭価額調査に基づくものです︒

・中央公民館(S20−1411)

い情報の選択を[〉講師…大阪府立

ありません。圃住宅課(内鮫3

駅周辺から撤去した放置自転車

粗しょう症一どんな病気かな？｣

附午後I時半

資料以外の目的に使われることは

■第５回リサイクル自転車販売
午後3時、

できる服装で【〉内容…○講演｢骨

圃同センター(酋46−0688)。

間に調査員が伺いますので、ご協

ぜひご来場を

時〜午後4時、宇治公民館。お弁

'^時

12月！日現在で、建設省が全国
一斉に行うもの｡I住宅施策の公価

流会もあります。じ〉29日(月吽前10

半、宇治公民館[〉テーマ…かしこ

■住宅需要実態調査

ての講演、米を使った料理の実習

宇治公民館。タオル持参、運動の

E〉12月８日脚午後I時半―'

まで[邑同課(内,i恕259)。

く米消費拡大事業・長寿ほl教

第９回
市立幼稚園こども音楽会

公民館

大学公開講座

課へ11月30日(火X当日消印有効)

お知らせ

健康

ストーリーテリングのほか、交

なたの声を書き、市役所交通対策

木幡公民館(S32−8290)

全園児が出演！

32−2232)。保育を希望する人は

大人のためのおはなし会

着50心

後１時半C〉内容…米や栄養につい

く料理教

室〉12月11日(土)・12日(日)のどちら
か。午後１時

3

室〉[〉12月７日(火)午前９時半〜午

本和装コンサルタンIヽ協会・斉藤
喜美枝さん[〉500円。

12月18日(±)、受け付け＝午後I時

月４日(±)、午後i時40分に松園ボ
ウル(小倉町神楽田)集合[〉対象

酋22‑3141
ここに二にニレご二二:

第1008号

私たちにできること
生活排水をきれいに処理

水道などの整備は不可欠で

して川に戻すためには︑下

まだ時間が掛かりますし︑

す︒しかし︑その整備には

完備できても︑その福罷

川の水をきれいにし︑子

汚さにショッ

クを受け︑流

まで考えてい

した後のこと

なかった自分

に気が付きま

も作ってみたのが始まり︒

手も荒れないので︑自分で

せつけんとして再利用す

る方法もあります。

新聞紙などに吸い込

ませて処理しましよう。

重ねなんですね︒最初は

でも大切なのは︑この積み

ちょっとした工夫ばかり︒

私がやっていることは︑

きつかけづくりを

取り組みの

ています︒

ど︑ご近所での輪も広がっ

人会で古紙回収を始めるな

けたり︒二年前からは︑婦

ストレーナーにネットを付

いように︑三角コー才・︲ や

しから調理くずが流れ出な

前に紙でふき取ったり︑流

たフライパンや皿は︑洗う

今はそのほか︑油で汚れ

ます︒

．どこのせっけんを使ってい

洗濯機

い切りましよう。使

面倒だと思っていたので

食べ残しを流さない

ちです。洗剤を入れ

ようにしましよう。

過ぎても汚れ落ちは

水切り袋を付けると、

大にして言いたいですね︒

備して欲しい︒これは声を

りをしていただきたいです

政も︑もっときっかけづく

てみてはと思いますし︑行

習会などに気軽に参加され

り掛かれると思います︒学

何かきっかけがあれば︑取

私がそうだったように︑

のかもしれませんね︒

活動を広める難しさがある

セしょう︒そこに︑こうした

できないということもある

くらいはと︑なかなか実行

知ってはいても︑自分一人

ぐには分かりません︒また︑

とがないことくらいで︑す

果は排水パイプが詰まるこ

になって・⁝もっとも︑成

なくてはいけないような気一

ップで量ってくださ

い切れない場合は、

単に取れます。

すが︑慣れてしまえば︑し

うしても多くなりが

を。使う量は計量カ

食用油はできるだけ使

カレーやシチゴーなどの

した︒その時︑

知り合いから

もらいました︒使ってみる

市の消費生活モニタドだ

それからは︑台所洗いから

と︑汚れがよく落ちるし︑

った五年程前︑学習会で家

おふろの掃除まで︑ほとん

変わりません。かえって、すすぎが大変にな

力には限界があります︒

どもたちに残していくため

量を少しでも減らすことが

には︑家庭から出る汚れの

大切です︒そこで︑私たち
一人ひとりができることを
挙げてみました︵下の囲み

人は一つからでも︑﹁もう

記事参照︶︒﹁まだ﹂という

食器やなべ、フライパンの

西岡 香さん︵開町︶

始めています﹂という人は

今後も忘れず実行するよう︑

インタビュー

手作りせっけん

汚れ・油は、紙などでふき取
デオを見たんです︒余りの

から始まって

食器などの汚れ・油

廃油を利用したせっけんを

ちょっとした工夫から

心掛けてください︒

今すぐ始めましょう

庭排水の行方についてのビ

い。目分量では、ど

流しには、三角コー
ナーやストレーナー
を置き、水切り袋を
付けて、調理くずや

洗剤にはせっけん

調理くず・食べ残し

せつけん

付けない場合に比べて、調理くずm％も多く
取れます。

るだけです。

原因の六割が
生活排水

…

1

残りは、ヘラを使うと簡

どうすればいいの？ 生活排水

大切な水

BODとは？

食用油

ってから洗いましよう。

きれいな川にするために

今年４月・６月調べ

市内河川汚濁状況図
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水の汚れ、

こうして調

べることも
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