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笠取小学校と笠取第︒二小学校の
木造校舎の改築工事は︑近年にな
い大雪にもかかわらず順調に進み︑
三月末には鉄筋二階建ての新しい
校舎が完成する予定です︒両校の

改築に伴い︑市内から木造の教室
が姿を消し︑今春完成予定の広野
中学校を含めた三十一の小・中学
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す︒事業費は笠取小学校が約二億
三千万円︑笠取第二小学校は約一

否七たちに新しい校舎で
学んでもらおうと︑昨年九月
に着工しました笠取小学校
︵西笠取石原︶と笠取第二小

■■
−−
−−

講演・分科会−

−−

容

−−

内

・−
−−

市民会館ほか

−−

算に計上し︑取り組みか遥め

運動場も広く整備
学校︵炭山直谷︶の改築工事
て浙歪した︒

す︒笠取小学校は明治六年︑

はすべて鉄筋の教室となりま

くなり︑小・中学校三十一校

築により市内の木造教室は無

九十二平方μ︶の校舎︵普通

クリート二階建て︵延べ九百

方μの用地か購入︒鉄筋コン

に隣接して︑新たに約三千平

る敷地︵四千四百三十平方μ︶

笠取小学校は︑現校舎のあ

は順調に進み︑三月末に一部

笠取第二小学校は明治四十二
教室四︑特別教室四︶と︑鉄

奮然に忿蔑の予罵両校の改

年に開校︑長い歴史か石つ伝

十平方μ︶舎認しています︒

骨造りの屋内運動場︵四百八

現在の校舎は両校とも木造

統校ＶＪす︒

の用地か確保︑運動場として

両校の建設工事は︑近年に

工費は校舎が約一億六千四百

ない大雪にもかかわらす順調

万円︑屋内運動場が約七千万

整備︑現在の敷地に鉄筋コン

に進んでおり︑三月末には新

平屋建てで︑老朽化が激しぐ

クリート二階建て︵延べ九百

しい校舎が完戌する予定です︒

地元から校舎の改築夕求めら

笠取第二小学校は︑現在の

九土ハ平方μ︶の校舎︵普通

円︒

は地域の中心的な施設で住民

敷地︵六エ︿百五十ｍ方μ︶

れていました︒市では︑学校

牟居との関わぴが深いことか

教室五︑特別教室四︶か薪設

五年生以下の人詰昌室や

兌紡とたくさんありまず︒

山間地にある笠取小学校の

の充実へ

教育環境

の東隣に新たに約五千平方肩

予定になってい未了︒

思い出多い

理科室などができて︑ぼぐは
いいなあと思い未了︒
いかす校舎が
楽しみ

荒木尚武

笠取第二小学校六年

時々新校舎にあそびにこぶフ

ぼぐは中学牟になっても︑
芦屋5になってふきにくか

てうるさかったのが冬の思い

と窓ガラスがガタ︑ガタ動い

寒かったし︑風がきつく吹く

未から風が入ってきてとても

でなんとなぐ図書館みたいな

屋根が平βとちがってななの

しいし︑完成予想図か見た時

ンクリートというのはめずり

きたんだけど︑山の学校でコ

ぶｙつと木造校舎で見慎れて

かとおもい未了︒それは︑今ま

出でｆｙ︒ゆかの下忿碓んだり

でも︑木造で特別教室があ

かんじでｙ︒
泣いたり︑先生におこられた

小さな講堂Ｍｔつた卒業式に

冬になると︑木と木のす＊︶

った事が心に残ってい未了︒

特に≫ＯｒｖＳはいつも歩くので

ごみが入ってはきにぐいし︑

はぐ時など木と木のあいだに

は︑毎日のそうじのことです︒

木造校舎での一番の思い出

笠取小学校六年
村上賀彦

木造校舎

僕の母校

動場は五十九年度に建設する

一億七千万円︒なお︑屋内運

しています︒工費は校舎が約

ら改築夕俣定︒五十八年度予

ト雪化粧した建設中の笠取小学校新校舎︵2月︑笠取で︶

：⁝⁝⁝⁝⁝︒⁝︒︒⁝⁝⁝⁝Ｊ

二小学校︵ｚ月︑炭⁝ ｒ︶一

ム校舎の全容を見せる笠取第一

：；⁝⁝⁝⁝： ：：11⁝⁝⁝⁝﹈

一方︑市内中心部の児童数

未了︒

毎年小学校舎護しましたが

は︑昭和四十年前後から急増︑

年には五十二のプレハブ教室

それでも教室が不足し四土︿

このため︑四十七年度以降

で急場をしのいできました︒

毎年︑小・中学校ふＢせて二

建設ラ″シュが五十一年まで

校から三校か薪設するという

続き︑四十九年にはプレハブ

今春完成し乖脊敢・笠取

教室も解消しました︒

今後も︒次代を担之多もた

市内の小・中学校か呆造教

第二小学校の改築工事により︑

両校とも児童数は少ないで

ちの教育環境の充実に向けて

室がなくなり未了が︑市では

けて四十年の三十八人から現

すが︑それぞれの特徴を生か

積極的に取り組むことにして

どもが通学しています︒

在十三人となってい乖ｙ︒ま

した教育が進められており︑

児童数は︑過疎化の影響か受

た︑笠取第二小学校は四十年

い未了︒

なり︑そラじは大へんだけど

つがふえて︑とてもべんりに

す︒完成するのが楽しみです︒

あそびにいこうと思っていま

新しい校舎が1是ときには

入れないけれど︑卒業しても

＜ｒの六年は︑残念なことに

て便利になり求ｆｙ︒

には︑理科室雲属男そき

い声左︒それが新しい校舎

講堂でとりコぐあいになって

理科の実験は教室で︑音楽は

舎でぱ音楽室︑理科室がなく︑

念です︒だけど︑古い木造校

木造校舎がなぐなるのは残

若井間美

笠取第二小学校六年

完成するのが

びに行きたいでｙ︒

また育友会をはじめとして

環境の充実に取り組まれてい

わたしのぼこう

んきよシしてみたいです︒

遊びに

卒業しても

笠取第二小学校六年

山本薫

新こシしゃが出来るので︑

にふえるのでとてもシれしい

今までになかったものがＩ度

せ革石ったグランドも︑こ

です︒

のびのびとうんどうしたり︑

・ｒａｖｒｎＪ︶とても大4ぐなり︑

あそんだりで孝示ｙ︒ふつう

楽しいと思います︒校しゃが

中学へ行った．ＳＡＷ時々あそ

出来たら六切にしたいです︒

室の他にもいろいろきよ弓じ

楽しみ

地域あげて子μもたちの教育

には十七人でしたが︑四十三

年に炭山に陶芸団地ができた

のに伴い︑現在二十九人の子

つていい設備なら最高がけど

なあとおもいます︒だから︑

コンクリートでもいかず校舎

新校舎

ができるの舎たのしみにして
いまず︒

早くみたい

笠取第二小学校六年

犬塚雅博

ぼぐは木造校舎をつぶすの

はもったいないとおｔＪ︶＞ｒ＾ｉＡＪ

4＞．ｒ＼じゅみょうらしいから︑

しかたがないとおむつ︒

学校ができな宕沌なかん

じになるのか︑はやくみたい

です︒ぼくたちがそつぎよ

シしたつぎの日にで｀︷るのは︑

とてもおしいで7．せめて︑

一日でもあたβしい学校でぺ

287

ろ

−−・−−

事すすむ

市 宇 治 琵 琶 3 3番地

と

市内の木造教室ゼ口に

笠取・笠取第二小学校
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合成洗剤より石けん

市では昨年七月︑消費牛吝
モニタ ︲︲を通じて五百人の市
民を対象に消費牛活アンケー
ト調査か実施︒その中の洗剤
についての項目で︑合成洗剤
の使用率が七一・四％︑石け
んが二八・六％となっており︑
合成洗剤使用の理由として
﹁汚れ落ちがよい﹂﹁手間が
かからない﹂という回答が合

そこで︑合成洗剤と粉石け

わせて七一・五％ありました︒

んの使い勝手を比較し︑汚れ

従来から言われている粉石け

落ちが悪い︑溶けにくいなど

んのデメリ″トが本当なのか
奎姫かめるため︑昨年九月に

実施したのは消費牛活モニタ

洗濯テストを行いました︒

ーで︑方法は合成洗剤と粉石
けんかそれぞれの家庭座週
間ずつ平常のとおり洗濯し
てもら＞ｒｕ5︶のです︒そして汚
れ落ち︑すすぎ︑石けん臭な
どを評価し︑感想な芦も出し
ていただきました︒テスト後︑
五グループで意見か田女回

テストに使った洗剤は︑

無りんニュービーズ

んは合成洗剤よりすすぎ時間

ゲンブ粉石けん

ミヨシ改良粉石けん

は﹁粉せっけんは不快﹂が八

ない﹂が五二％︒石けん臭で

てよい﹂が四〇％︑﹁恋石ら

よかったが︑ミヨシ粉石けん
も以前と比べて抵抗なく使用
できるとのことです︒
Ｂグループでは︑ＣＭによ
る先入観で合成洗剤の方が洗
浄力︑すすｙとちょいと思っ
ていたが︑テストによって粉
河兄の認識を改めたとのこ
とです︒粉石けんの方が肌触
江がよく︑多くの小売店で扱
ってほしいとの意見も︒
Ｃクループでは︑粉石けん
の溶け具合は水も湯も罪幻り

不用品情報センター
いたがでのが趣旨ですので︑
できるだけ無償か低額でお

省資源︑省エネルギーの
暮βしが定着してきたぷつ

願いしま尤

︿登録項目﹀

33︑市璧認一工観光課内︑
豊⑩3141内線294︶へ︒

報センター︵〒ｍ落琵琶

やはがきなどで不用品情

ンジ︑石油ストーブ︑子ど

ト︑ガスオーブン︑ガスレ

電気オルガン︑ト．ランペ″

ピアノ︑フォークギター︑

ムこたつ︑エレクトーン︑

サー︑電気ストーブ︑ホー

服だんす︑ラジカセ︑ミキ

応接四点セ″ト︑サイドボ

脚︑リビング三点セ″ト︑

ド︑食卓テーブルといず二

▼譲ります・：シングルベ″

ー︑マイクスタンド︒

犬小屋︑欧文タイプライタ

ン︑ミシン︑惣汀かぱん︑

カー︑シャワー︑電動ミシ

山品物名︑型式︑規格な

べ○購入年月日︑消耗程

も用・婦人用・大人用自転

ード︑ＴＶ室内アンテナ︑

度なぺ即奮而格︒㈲そ

脱水機︑電気オイルヒ ︲︲タ

ー︑電気オルガン︑石油ス

の他条件︒間住所︑氏名︑

行器︑ベビーバギー︑ぶら

車︑婦人用三輪自転車︑歩

トーブガード︑冷蔵Ⅲ︑流

具一式︑ガスレンジ台︑ス

ベビーぶらんこ︑スキー用

ギ・︲・︑オルゴールメリー︑

トーブ︑歩行器︑ペピーバ

くみは︑︒情報銀行″のよ

電話番号︒

器具︑スキー用具一式︑太

んこ︑剣道道具一式︑健康

ほしい物︑譲りたい物登録を

不用品情報センターのし

です︒市でも︑家庭で使わ
れなぐなった品物を有効に
生かしてもらシため︑不用

回の期間は二月二十九日ま

品情報センターを開設︒今

でです︒

では希望価格が比較的高か

息もの1現物でなぐ情

︿主な登録品﹀

なお︑今までに︑提供品

ったぶコで︑せっかく希望

報の登録を行いまず︒

公に︑号りばん︒

者があっても交渉が成立し

がなかなか消えないのに対し

すすぎでは︑合成洗剤の泡

体に石けんの方が汚れ落ちが

ツな戸石洗ったのですか︑全

糸用編み機︑ショ″ピンク

そうです︒粉石けんは汚れ自

て︑粉石けんはすぐに消え︑

んす︑食品棚︑べ″ド︑洋

▼譲っアください・：整理だ
希望者︑提供者とも電話

体を落とすので白くなったと

モニターによるテスト結果と

いであり︑経済的にも無駄に

の説明でした︒その蛍光増白

か便った洗濯もの︒また洗っ

らしてみたところ︑合成洗剤

のがかすとなるのだそうです︒

使って︑溶け切らなかったも

石けんを正確に量らず多目に

石けんかすについては︑粉

明らかになりました︒

どの点ですぐれていることが

粉石けんが洗浄力やすすぎな

モニターのテスト結果と同様︑

こうしてみると︑消費牛活

た人の手か青白く蛍光発伯し

多い方がよいと思うのは間違

森下昭子

ると︑一目りよラ然で石けん

テストを同時に行って比較す

石けんと合成洗剤の洗濯

とＯ5Ｖ6ＳＶ︵55 自分自身や自

合成洗剤に含まれている

の方が良い結果でした︒

維や手先に一度ついたら落ち

染料で︑発ガン性があり︑繊

ずに浸透ずるばかりだと聞い

蛍光増自剤は繊維衆曰くする

近所の人に話せば﹁粉せっ

＞？とりつのが︑基本的な洗濯

けんつて︑粉末の洗剤のこと

生産しているメーカーに怒り

て驚いた︒また危険な洗剤を

政？笙した︒と同時に︑消

でしよ？使ってい未丁よ﹂と

費者もＣＭ攻勢の中1白戸

は︑表面に極薄のち密な酸化

るのでしま茄︒ともかく︑

庶膜ができるためさびや腐食

と裾夕に惑わされている

もあり毒了︒

に強いといわれています︒ま

我が家ではさっ多ぐ台所用せ

︿使用上の注意﹀主に中華な

のが︑とても残念です︒

人体に摂取されても蓄積性が

べやフライパンなどは流通過

っけんの使用に踏み切り︑よ

なく︑酸化物の形であっても

ぐ落ちることに感動︒

のこと︒一体︑表示か見てい

の方法だと再認識しました︒︒

すいだ後︑洗剤を溶かして4Ｐ

洗剤とともに︑前もってす

分の家族のためだと思い毒了︒

石けんの使用は環境のため

した︒

奪心配しながらも使っていま

は消えないで︑人体への影響

とす力が強いというイメージ

ました︒この蛍光増白剤には

私たちの知らない間に︑合

は令て逆︒

成洗剤による汚染が進み︑体

内に蓄積されていることを知

り︑合成洗剤の使用を絶対に

やめよフと思いました︒

汚れ落ちに感動

三狭間薫

排水溝の屈のおぱＦを

見で︑私欠晟洗剤をやめよ

︒ｒvｏＪｊ 4 Ｍｉめていました︒

有害であると考凡られていな

しかし︑合成洗剤は汚れ登洛

惑わされる消費者

発ガン性があるという意見も

よい結果となりました︒

このほか靴下やワイシャ

剤を確かめるため︑ブラック

同じでした︒

なり未了︒

ライト︵紫外線鑑別灯︶か照

あるとの話でした︒

︿登録先﹀

は︑前もってすすぎをするこ

たところ︑だれの目にも粉石

ませるので黒ずんでいるのだ

ない場合もあり汰した︒不
用になったものか提供して

と︑洗剤を正確に量ることな

まず洗濯の基本事項として

らふっくら仕上ったとのこと

のおしのを粉石けんで洗った

です︒粉石けんの価格を安く

どの注意︒同じように汚れた

に溶けにくいのではないかと

けんの方が白く仕上がりまし

レースカ ︲・・テンを同時に洗っ

の疑問も出されていました︒

た︒これは︑合成洗剤が汚れ

ました︒衷だ粉石けんは冬場

して欲しいという希望■Ｓ＞＾ｓ＼

Ｅグループでは︑粉石けん

登洛とすことよりも蛍光増白

結果は予想の逆

まず︒

中から︑いくつかをご紹介し

消費牛活モニターの感想の

消費生活モニターの声

で︑汚れか扱維の中に浸み込

剤などにより白く見せるだけ

は固まると溶けにくかったと
のこと︒洗浄力の差は無ぐ︑
すすぎは短くてよかったので︑

こうとまとめています︒一方︑

これか紅唇けんか便ってい

石けんかすが残ってＬ乖7と
も述べています︒

くすんだ白さ
蛍光増白剤
このテスト結果を考え命石
せてさらに粉石けんについでＩ

1

一般的によく使われていると

藍土粉石けんビーズ

％︑﹁気にならない﹂が八〇

随分違いがあるが︑洗剤の使

なぐ使いやすい︒仕上りも自

1

がかかる﹂が八％︑﹁短く

無りん念温度チアー

ＣＯＯＰ粒状粉石けん70

用量が皆さん多かったぷつ

岡本やよい

1

︿粉石けん﹀

無りんザブ酵素

マルタイ粉石けんびわ湖

が良い﹂が一六％︑﹁悪い﹂

です︒全温度チアーは香ぴが

正しい知識を得るため︑滋賀

今まで何気なぐ洗濯してい

県内で石けん普及に実績のあ
る草津市消費生活相談員の水

水︑洗剤を無駄に使っでいた

ただけですので︑まず電気や
会を開きました︒百聞はＩ見

野美紅さんを講師に招き学習

ことを痛感に蚤した︒

1

いろいろななべが売られてい

した︒しかし︑比較テストで

汚れ落ちも悪いと思っでいま

粉石けんは泡立ちが悪ぐ︑

に1かずとのことで︑合成洗
剤用と石けん用の二台の洗濯
機によって︑比較実験も︒

1

ます︒材質によって︑アルミ

洗剤﹂は︑洗たぐ用が純石

1

が純石けん分六〇％未満の

食牛活の多様化か反映して︑

1

ものになります︒

けん分七〇％未満︑台所用

1

思われるものか選びました︒

無りんト″プ

が八吸﹁奪幻らない﹂が三

然な感じ︒無りんト″ブのと
き︑洗濯ものが乾いたらバ
シバシしたが︑粉石けんは柔
らかくなった︒全体的に粉石
けんがぶかったので︑今後も
粉石けんに切り替えていくと
いう意見でまとめられました︒
Ｄグループでは︑赤ちゃん

▲一見して差が判明したモニターによる洗剤の比較実験

石けん・合成洗剤

新しい表示

1

︿合成洗剤﹀

無りんピン干・︲・

％︑﹁好ましい﹂がご百で
した︒
使い勝手などグループ別に
求とめてみ米7とＡグループ

テストの結果は次のとおり

六％︒すすぎでは︑﹁粉石け

では︑毎日の洗濯でも方法に

です︒老す汚れ落ちでは︑﹁粉

差のない使い勝手

石けんは合成洗剤より洗浄力

支にわたっています。消費者問題の核
こあり、情報不足というかたちでの弱
ｒ、企業の思いと消費者の思いとの間
疑惑が要素となって消費者の生活の
ｒ。このような視点を持ちながら、今
ｔてみましょう。商工観光課

1

まとめました︒

が好評

暮らしの情報

￢7￢―1

消費生活モニターの比較テスト
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會累加物とは︑何なので

率が増加しているなどの現象

合成されたものと天然のもの

とき3月6日（火）午前10時〜正午
ところ市民会館3階ホール

のがありまｆｙ︒

毒ｙが︑いろいろな役割のも

食・累加物とひと言で言い

品目別で347種類

のではありません︒

るぷつに添加物は食品そのも

講師西岡一さん

います︒添加物には化学的に

用するものをいう﹂とされて

者とされていることなのです。そしｉ
にずれかおり、危険や虚偽、欺まん、
質が破壊されていることでもありまｉ
回は洗剤問題や食品添加物問題を考＾

昨年八月一日から︑石け
んと合成洗剤の表示が奪幻
っています︒家庭品質表示
法が一部改正され︑今年七

純石けん分の含有率単位＝％

西岡一さんのプロフィール
は︑洗たく用が純石けん分

ニワム製なべ︑ステンレス製
なべ︑ほうろぷＷ座べなど
があります︒
家庭での必需品の一つであ

腐食しにｖ＾／

銅製なべの特徴は︑熱伝導

いぷっです︒

銅製なべ

が非常によぐ︑

るなべについて︑その特徴や
使用上の注意などを見直して

で︑使用前にゅ硯きして塗装

装鷺はどこしてい未了︒そこ

たりするのを防止するため塗

程の中で腐食したり︑変色し

りふチ︒これは訪問販売など

ラ″ド鋼といわれるものがあ

趾おせた複合材として︑ク

ニ″ヶルなど異種の金ｕｍ

たステンレス鋼や銅︑アルミ︑

たは五層構造のもので︑圧延

で売られることが多い三層ま

膜忿除去するよｙつになってい

ます︒しかし︑通産省のテス

や爆発圧着などの方法でつく

トによると単

にコンロの上

なってい求丁︒

何よりも豪華

られています︒

ッキをほどこ

化吃朕に傷をつけやすいもの

ンザーや金属たわしな芦ほ酸

要があります︒さらに︑クレ

カリに弱いので洗剤か選ぶ必

いのは当然として︑酸やアル

︿使用上の注憲﹀窯炊きしな

のによっては

きやいためも

いので ｍ

較的やわらか

度︶が低ぐ比

けはにゐる温

キは融点︵溶

意﹀すすメッ

︿使用上の注

です︒また︑アルミは水道水

がれることが

してい未了︒

の中に含書れるイオンによっ

あります︒金

ト︶されたものは︑腐食しに

て腐食し康ｙ︒水気か干分に

属たわしやク

くくなってい未了︒

切ってから収納することです︒

レンザーを使

す︒完全に塗

簸叢り除

くのには︑ふ

ちまでまんべ

−

澗開
冒以く
上︑
台所
用で
が純す
石︒
状を多くの市民のみなさんとともに考えるために
も
の

特にやかんは︒ストープにの

わないことも

んなぐ窺き

したのち︑ク

レンザーなど

で洗えぱよい

でしょう︒

自

けん分六〇彫ヱ︒﹁合成

せたまま︑なべは料理拿︿れ

大切です︒メ

″キの前処理

たまま︑それぞれ長時開放置

消費煮古情が多いものに︑

が不ｔ分なだ

しないことです︒

黒変化現象と腐食があります︒

でもあれば緑

めピンホール
化しにくいのですが︑磨耗に

青発生も考え

酸化庶朕加工したものは黒変

よるはぐり︒衝撃によるひび

られ︑長時間にわたりなべの

ステンレスなべ

自

チンやＡＦ2などのぷつに発

よる規制が無いため︑使用さ

割れ︑応膜の溶解や浸食など

中に調理品盈爵Ｕないこと︒

Ｉ

に摂取する添加物は︑約六十

れているものの実態が明確に

で生じるヶ︲︲・スがあり濠ｆｙ︒

収納血憲翠千分にしてから︒

ステンレス製なべの特徴は︑

酸やアルカリに強く︑耐久性

がよいといえ未了︒逆に︑他

の材質に比べ焦げつ章やすい

面もありまず︒ステンレス鋼

Ｉ

ガン性の疑いによ盆ｍされ

添加物は人体に取り入れて

把握されていません︒もちろ

腐食についても水質が杢7

1

か公ギ種で約十一グラム︑

しまうものですから︑安全性

ん歴史的な経験から安全だと

程などに起因する場合があり

影響し求永︑忿壁ぶ附過

1

たものを多くあります︒

現在三百四ナ刄冒もの化

はみんなの関心事です︒だか

推定されているものもありま

鉄製なべの特徴は︑強くて

鉄製なべ
なお︑黒変化と腐食生成物

安価です︒逆にきびやすい面

ホヂ︒

の安全性について︑アルミは

1

年間四キログラムになるとい

突晟物質による添加物が︑

ら︑急性毒性や慢性毒性︑催

すが︑まだ十分に立証されて

①加工食品に頼り過ぎの生

1

添加物
規制少ない天然

表示の必要がないことな戸ＩＳ

厚生大臣から使ってよいとい

奇性などについてテストされ

しかし︑一方では﹁安全性

活欠見直し︑キづくり欠

バランスのよい食事凭

⑤ひとつのものに偏らず︑

1

ラ報告もあります︒

最近︑合成添加物に対する
不安から︑天然添加物の需要
が増えてい未了︒これは︑天
然ということで一般に安全だ

い求ｙ︒こうしてみると︑添

理由です︒

と思われており︑使用しても

加物の笑Ｅていない加工食

ヶ指定をされています︒昨年

ています︒

天然添加物には指定制度に

八月に︑新たに指定されたビ

品は︑ほとんどないぶっです︒

ール・酒などのろ過助剤とし

いないものもあります︒

消費者の心掛け

加工度の高いものほ芦餐品
添加物が多く使用されていま
す︒できるだけ手づくりを大

て二酸化ケイ素︑低カロリー

のテストがマウスなどの小動

切にしたいものです︒

甘味料としてアスパルテーム

②表示か工く見で購入︒

物か使用したもので不十酋︒

③色や見栄えにだまされな
いこと︒
④地域で生産される食品の

ます︒確かに︑安全とされて

利用︒

いたものでも︑たとえばズル

い﹂などの意見も出されてい

ストがほとんど行われていな

った時に聊れる相乗毒性のテ

﹁二つ以上の食品添加物をど

など十一品目の添加物も含ま
れていまず︒

安全性
平均的食事の日本人が一日

ない方がよいでしょう︒

有害といい切れないが使用し

は焼禽の不足だと考えられ︑

といシものがあります︒これ

ラになった︒有害だφ7か﹂

粉が出てきて︑表面がサラサ

消費煮古情の中で︑﹁白い

としましょう︒

入れて弱火で煮沸し気長に落

クレンザーなどで磨かず水を

で要注意︒焦げついた場合は︑

理は︑穿炊きに近い状態なの

ためものな芦沢分の少ない調

然にさますのがポイント︒い

炊きしたときは︑そのまま自

絶対に避けましょう︒もし空

︿使用上の注意﹀急熱急冷は

は焦げ？吊すいぷつです︒

撃に弱く︑生地厚の薄いもの

はガラス質であるため外的衝

や弱くなっていまず︒シ幻薬

温度差に耐える性質︶は︑や

す︒逆に耐熱衝撃性︵急激な

保温性立峻的よいといえま

酸やアルカリ︑塩分に強く︑

ほうろぷ引きなべの特徴は

ほうろうなべ

品客誼しないこと︒

また︑なべの中に長時間調理

きをしないぷフにしましょう︒

11−ＩＩ自91111111｀

ごとに特性も違うので︑窯炊

ラ″ド鋼ではそれぞれの金属︒

︿使用上の注意﹀複合材のク

の窪説きでは︑

って1まいま

周辺部分が残

に乗せたまま

生するので︑

に琴Ｉヂ︒

一般にすずメ

逆に緑青が発

みましょう︒
﹈

アルミ製なべの特徴は︑軽

アルミ製なべ

くて熱伝導がよいことです︒

﹇

商品情報
なべ
材料で違う持ち昧

月三十一日までにすべて切
箆芦9息子︒表示区分は︑
﹁石けん﹂︑﹁複合石けん﹂︑

100
100040
30

﹁合成洗剤﹂の三通りにな
り康ｙ︒
﹁石けん﹂と表示できる
のは︑石けん分純竺ＯＯ

●石けん・洗剤の表示こう変わる

純 石 け ん 分 以 外 の 界 面 活 性 剤 の 含有率

一九三四壬只都生まれで︑京都大学医学部卒業︑
現在︑同志社大学教授︑医学博士︒生化学専攻で︑放射線や化学陽
物極質
発膜
ガ加ン
やマ
遺
％のもの︒﹁甕号けん﹂
酸の
化庶
エ性
チル
イ伝毒性が専門︒とくに︑食品添加物︑農薬︑化粧品などの毒性研究で知られている︒

消費生活をめく る疑問やｌＳ題は多！
心は、消費者が市場ｒは従属的立場ｌ・

加工食品より手づくりで
腐るの牽止める保存料・防
腐剤・殺菌料︑色をつけ見
た目をよくする着色料︑色
を鮮やかに保つ発色剤︑色を
白くする即日剤︑香ぴをつけ
る符香料︑粘りを出す糊料︑
水分と油名脱合させる乳化剤︑
ほかに酸味料︑甘味料︑消泡
剤などそれぞれ目的か石って

−

暮らしの情報

しょう︒食品衛生法第二条第

食品でない添加物

言累加物の存在があ皇子︒

している大貫詮素として︑

これら食牛活の変化を可能に

宇治市消費者団体連絡会で
はご二月六日に食品添加物を
テーマとした講演会を開きま
す︒
昨年八月二十七日付で新し
く十一品目の食品添加物が指
定されました︒これを契機に
今までの食品添加物抑制の方
針から規制緩和へ転換したの
ではないかとの意見も出て︑
新聞やテレビなどでも取り上
げられました︒
このような中で︑十一品目
指定の問題や食品添加物の現

近年の食生活
昨日の食卓︑そして今日の
夕食の献立を思い起こしてみ

見栄えのする食材料が増えて

にくくなっているようだトト
なぺ食牛屈の変化夕感じら
れないでしよシか︒

二項によれば﹁添加物とは︑食
品の製造の過程においてまた
は食品の加工もしぐは保存の
目的で︑食品に添加︑混和︑

は︑好みの多様化や核家族化

があり︑法の規定からもわか

浸潤その他の方法によって使

が要因となっているようです︒

食卓に占める加工食品の比

−あなたの家庭に安全な食生活をー

含有量は加工度に比例

きた︑最近の食べものは腐り

ましょう︒加工食品が多い︑

危ない食品添加物

の進行︑婦人の襲麗出など

﹃｀
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Ｉ

▲さまざまな材質のなべも取り扱いひとつで
随分長持ち。

講演会のご案内

食品添加物

ｉＥ

市
治
宇
656号
（3）

し尿収集変更のお知らせ（2月分）
1月31日の大雪により、2月分のし尿収集日程をやむを得ず下記のとおり変更させていただきますごご迷惑をおかけしますがご協宍力をお願いします．（市役所済掃事務所ＴＥＬ＠3141）］

見舞金は
八万八百五十四人が加入鳶ハ

1万円から150万円まで
宇治市の交通災害共済制度

労政課の窓口や市内金融機関

お申し込みは︑市役所交通

ていホチ︒

︵郵便局を除ぐ︶へ︒共済期間

正中（国鉄以西）．西中一部、東中（国鉄以西），陣之内（国鉄以西），13．3／3河原、徳永、柿ノ木町、一丁目、札ノ辻町．紺屋町

153／6大林、梅林、芝ノ東（国鉄以西），西浦一部

内畑、西中、中村（国鉄以西）．大瀬戸（国鉄以西）．壇ノ東、西浦、143／5熊小路、南端（国鉄以西）

18西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部
20福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
21車田一部．平町．一里塚．戸ノ内（横島飛地）

寺界道、古川，西田、北ノ庄、野添．谷前、西浦一部、梅林官有地．17
大林一部

加入申し込みは随時

内講師・：教育委員Ｍｍ教育
課︑杉本宏主事▼解散・・・午後

に加入される場合︑一人につ
き三百八十七円となりまｙ︒
5時半ごろ︑近鉄大久保駅で

し込次れた人は受け付けた日
の翌日から干一月三十日まで

▼申し込み・・・電話で小倉公民

なお︑二月か巨臍たに宇

二十冊までです︒

▼とき・：2月19日ｏ︑午

スポーツひろぱ

9日の坂菌・圖の5日間

ところ・・車治労働セツルメン

9時半受け付け︑10時開始▼

家︑星野美智子岑ん▼定員・：

る節句料理▼講師・・・料理研究

ルメント▼内容・：手軽にでき

希望者は上靴を持って直接

会場へ︒︵市民体育課︶

宇治市教育長杯争奪

弓道大会

▼とき・：3月11日剛︑午

前9時〜正午▼ところ・・・黄

梨自衛隊弓道場▼競技内容

・：近的9蒋一のみで︑個人戦

︵玄戈毘初級︑男古血︶

と団体戦︵三人一組︑個人

戦と併用︶▼参加資格・・・宇

会大は四百円︑学生は二百

円▼申し込み・：はがきに︷︸二

番号︑職業︵学校名と学年︶

所︑氏名︑年齢︑段位︑電話

109−15．河野弥一

と団体は立順も明記し︑小

倉町蓮池

︵市民体育課︶

20ｍ必着のこと︒

さん︵豊⑩1027︶へ2

月

太陽が丘

健康ランニング大会

▼とき⁝3月11日㈲︑午

前8時半受付▼ところ・：太

陽が丘陸上競技場▼種目・

参加費・：左表のとおり▼申

きに住所︑氏名︑年齢︑性

し込み・問い合わせ・・・はが

別︑職業︵学校名と学年︶︑

電話番号︑参加種目を明記︑

また駅伝参加者はチーム名︑

代表者住所︑氏名︑電話番号

と選手︱人の氏名︑性別︑

職業︵学校名と学年︶か明

記し︑広野町八軒屋谷一︑

山城総合運動公園管理事務

所︵豊⑩7678︶へ︑2

月26日面必着︒︵市民体育課︶

○ジョギング・ランニングの部

治市民および市内勤務者︑

学生︑襲員ｙ参加費・・・社

スポーツのお知らせ

市民図書室は︑新図書館準備のため一月三十日から休窯してい東司移動図書館ぶ求即存 は︑平常芦§り巡回していまで一︒初めて9︿は係員に申し出て︑貸し出し登録をしてぐださい︒登誓尻ますと︑
移動図書館
ご利用ください

治市公民館前でも巡回しま

まだ加入されていない人は積

曜日の午後一時から四時半

まで︒貸し出しは︑一世帯

につ章十冊までです︒

前10時Ｉ正午▼ところ⁝宇

治小学校▼内容・：ソフトボ

込み・・・3月3日出の午前中ま

︵市民図書室︶

︵市民体育課︶

ールーバレーボール︒希望

者は︑直接会場へ

婦人軽スポーツ教室

と印鑑をご持参のうえ︑福祉

▼とき・：2月24日〜3月

メーション22分︑﹁サーカスつ

午後7時半Ｌ1時半▼とこ

ろ・・・字舎小学校体育館▼内

者乗車祭引換証の交忿ｍ求を

ト▼参加資格⁝宇治市︑城陽

ボール運動︑体力測定なぺ

労働セツルメント︵豊⑩23

受け付けてい未了︒戦傷病者

Ｌ時▼ところ・：宇治労働セツ

▼交Ｔ3月1日困︑午後

ひな祭りの料理

春の季節料理教室

容・・・リズム体操︑健康体操︑

でに参加費千円か添えて宇治

勤労者囲碁大会
宇治・城陽・久御山の動労
者の親ｆＨｖを図るための囲碁
大＜ＫＰす︒
▼とき・・・3月Ｈ日間︑午前

15︶へ︒︵交通労政課︶

事務所社会課まで︒︵社会課︶
画46分︒
なお︑幼児には必ず保護者

︵小倉公民館︶

が同伴しでください︒

戦傷病者乗車券
引換証の交付

の認定を受けている人で交付

勤務している人▼級別・：Ａ級

市︑久御山町に在住もしぐは

36人︵先着順︶▼材料費・・・千
円▼申し込み・・・材料費千円を
をご希望の人は︑戦傷病者手

昭和五十九年度分の戦傷病

宇治・城陽・久御山

エハちゃん﹂カラー児竜劇映

分︑﹁火事皇面ごカラーアニ

伝﹂カラーアニメーション15

公民館▼上映作品・・・豆昴寅

1時Ａ時半▼ところ・：小倉

▼とき・・・2月蓉苗︑午後

れ立ってご覧ください︒

楽しい作品ばかりです︒連

第 2回
1
小倉子ども映画会

︵小倉公民館︶

す︒巡回日は第二︑第四月

極的にご加入ください︒

oｏ時40分︑近鉄大久保駅集合
▼ところ・・・奈良県明Ｅ香村▼
対象・・・市内在住の親子︵子ど
ぢは小学校4年生以上︶▼持

館︵豊⑩46只7︶へ︒

です︒心一費は一人一年間五百

︵交通労政課︶

円ですか︑十二月一日以降に
加入会笞人は日割りＰｔＭ
征誓子︒劉ぽ︑二月二十日

5

は︑交通事故による被害者救

発足以来︑今年で十七年目

済を目的としてい未了︒

に入りますが︑この間制度の

支

森本（国鉄以東）．段ノ上、藪里、東西隼上り、東中、西中、河原，143／5門前、只川、中筋．池山、谷下り（国鉄以東）、出口（国鉄以東）
給 うち（ＩＴＩ死亡件数
参する物・：弁当︑水筒︑雨具

南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、｀23
中ノ田．名木、浮面、安田町全域

ただし︑十二月一日以降に申

お知らせ
第32回ジュニア教室

なぞの石像︑亀石︑猿石︑鬼

東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大河原線以東）．18
十一（大川原線以東、国道以東），十六（国道以東），十八（国道以東）

の雪隠や石舞台古墳ヽ匹承板

山際、半白、薗場（大河原線以北），大幡、北内、門口、幡貫、郡、163／7石橋（大河原線以東）

9初厨Ξ︑Ｂ級ａｌ級14

添えて宇治労働セツルメント
級︑ｃ級15級Ｆ9級▼申し
へ直接︒︵交通労政課︶
国民年金

納期が過ぎた国民年金保険

○親子レースの部

参加費
性別
五〇〇円 男・女

距離

親17︒︒・子□ｊ

2．丿

納め忘れにご注意

料の納め邪れはないでしょう

保険料を納め忘れてい未丁

か︒

と万一の時︑障害年金や母子

年金などを受給できないばか

肛か︑将来老齢年金さえ受け

βれなぐなる事にもなり毒了︒

親子

ーチーム6人︵選手5人︑補欠1人︶

●
Ｄ

2区

男女別に分け︑男女混合チームは︑男子の部とする︒

3区

○

3
●今
3
●了
3
●寿
6
●卿

親は︑父母いずれも可︑子は．小学4年生以下

ｉｉ蛮串出場
びこ 種目

コースは︑太陽が丘園内コース

加費

もし納め忘れの保険料があ

Ｂ

1区

︵保険年金課︶

一一ジ参

伝の
部

れば︑すぐ納めましょう︒

男
男男
女 男 女 男 女 性別
女女
Ａ
10
○○ ○
●●

5
●●

太陽が丘

休園のお知らせ

二月二十日側と二十一日脚

の二日間︑上水道と下水処理

施設の点検および清掃による

︵京都府公園公社︶

停電︑断水のため休園します︒

○駅

○

5区

○
円

一一一

5
●●
Ｃ
Ｉ

○

○ ○ ○○

○○○

○○○

4区

学 学
生 生

参
加
費

○

〇円〇円

○
円

円

中 小

校

生

一一一 一一

○

○

五〇 四〇

○

高

爵一
！
冒般

駅伝

帳︵身体障害者手帳をお持ち

3／1戸ノ内、矢落（国鉄以北），若森1国鉄以北）．里尻（国鉄以北）．小桜
3／2東目川、西目川，南落合（0〜3の通りまで）
133／3南落合（4の通り以降〜13の通りまで）
143／5南浦（100〜ｎｏ、84〜98，30〜33）、大京団地，山際一部−
153／6南浦．西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
の人はそのえ7苔わせて︶

20寺内、西浦
2】南堀ｉｔｌｌ（本通り以北），南堀池（本通り以南）
22南堀池（大和、田中）、堀池

（円）支給金額

小倉町・伊勢田町・棋鳥町・宇治・羽拍子町地域

は︑十二月一日から翌年十一

29北畠．桧尾、平尾、須留
花揃、赤塚、陣之内（国鉄以東），御園、御蔵山、畑山田、北御園、3／1正中（国鉄以東），町並一部

399
343

趣旨が広く市民に理解され︑

ゝ

月三十日までの一年間です︒

3／2北御蔵山（平尾），中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山全域

昭和五十八年十二月末現在で

入を

4

（（訓支給件数

など▼定員・：親子30組︵先着

25中山（近鉄以西），毛語、若林
27羽拍子町
28蛇塚、弐番（府道以北），池森、米阪
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（Ｈｉｔ以西），29神楽田（山中含む）

56年度4月〜12月
57年度4月〜12月
58年度4月〜12月
見

3／2下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川

市民の五〇・三八％にあたる

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域
24西浦（国鉄以東），三番割、芝ノ東（府道両側），南端（Ｈ鉄以東）
25芝ノ東（府道以東），広岡谷、南山（Ａ），中村（5つきヶ丘）
27南山（Ｂ），金草原
南山畑、北山畑、大瀬戸（国鉄以東）、中村（国鉄以東），28東中（国鉄以東）、北畠一部

391
2
状況
Ｓ

ｍの勁奮義問し孚・

28東裏、一里山、桐生谷、開町、石塚（心華寺ａり以東），宮北一部
29小根尾、大開一部、尖山一部、宮東．宮西、宮北

舞金

蓮華、乙方、東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸．山本、荒棋、133／3田中．一大垣内、妙見．志津川

順︶▼交通費・：各自負担▼案

17老ノ木、久保、西山（国道以東）．蓮池

1，716万 2，260万 2，417万
中山（近鉄以東），大谷、西畑、中畑、春日森、一ノ坪、島前、大町、24
大川原、中川原（大川原線以西）、石橋（大川原線以西）

交通災害共済・見舞金支給状況
野神、大谷、弐番（府道以南）．大谷山（権現町）．琵琶、若森（国鉄以
3／1南）、矢落（国鉄以南）．壱番一部（宇治橋通り以北、宇治警察西側通
り以西）

交通事故発生状況
親子歴史教室

福角（国鉄以東），折坂（国鉄以東），平野、一番割、二番割、23三番割一部

▼とき・：3月4日間︑午前

北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、南ノロー部、西裏、25
寺山（国鉄以西），寺山（翠光園団地）
寺山、大開一部、宮谷、尖山一部、丸山、一里山（府道以南．市道以27
東），中島、石塚（心華寺通り以西）

積極的な加

交通災
害共済

宇治市
府
56年 57年 5吽
56年 57年
58年
発生件
18．065
737
780
817
16，122
17，357
数（件）
死者数
200
8
7
5
220
223
（人）
負傷者
986 20，64722，11123、283
教（人） 901
944

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
24田原、井ノ尻、旦椋、平盛！南ノロ
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22車田、丸山、出口（国鉄以西）、森本（国鉄以西）．谷下り（国鉄以西）
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