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発行 くらしの学習会

時まさに裏、井戸端だより 22号をお届けします。今留のテーマをあえて蓄う

なら、異文化理解と総合環境評櫨ということでしょうか。全く異質に思えるこ

のテーマどちらも私選の生還を足下かち見つめ麗すきっかけを作ってくれたよ

う駐気がします。

4月額l会では、重信町窪住外麗人クリスさんにお轄を鵠いました" (p .2) 

また建設省が発表した重信JIIの患を取日錨んだ整錆許護軍が話題になりました。

この件について母、どこまで計画が進んでいるのか、患についてはどのよう

に扱うのかについて建設省に問い合わせることになザました。

(p .5関連記事参顛)

5月額j金!立、 f木と環境Jと題して講潰舎を企薗しました。ここでは総合環

境評舗と言うものの考え方を学びました。 (p.3、4)

6月額j金では、時生活環境諜の組藤課長に来ていただ輩、今年4月から蛤ま

った擦やさえEいごみ分~Ij収集を中心!こ、擦やすごみの現状、ダイオキシン問

題等縄いました。喜重iこ費問し、答えていただけるいい機金駐のに出賭者が少

者くて残君主でした。 (p.6、 7~ 8) 

出金い塾i革命自彊鰻大学大学暁生夕、)J...ジア出身のマリアさんをお避えして

お話を縄いました。夕、J!--ジアでは、おはよう掠 F平和の朝j こんにちはは

F平頼め墨J~手鞭誌は f平鞘の諜j と言言うのだそうです。戦争、肉離の絶え

ないところでの平和の重みを強く感じまし足。 20名におよぶ蓄参加者で大盛舎

で した。(P .9"'13) 

最後に、以前出会い塾でインカ帯麗への擁について話していただいた中野

さんがく鍵藤性宅〉について投稿してくださいました。 (p.15......18) 
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〈クリスさんのお話を聞く会に出癒して〉

私は、暮らしの学習会の購読会員ですが、いつも“井戸端だより"を楽しく読ま

せてもらっています。 会員のみなさんが、いろいろなジャンルで興味を持った

問題や事柄を取り上げ、自由に楽しく勉強しておられる様子がとても素離だなと思

っています。

今回のクリスさんのお話を開く会も、スタンフォード大学卒、ハンサム、という

ことで、楽しみにして町民会館に出掛けました。出f害者は少なかったのですが、ク

リスさんを囲んで和気あいあいとした雰囲気で 1時間があっという簡でした。被は

本当に好青年で、日本に来て今9ヶ月だそうですが、日常会話には国らないようで

驚いてしまいました。 重信町の人達はとても親坊で、道を歩いていても気軽に声

をかけてくれてうれしいという話や、友達が助けてくれるのであまり閤ったことも

ないという語など、彼はものごとを素直によい方に考える人だなと感じました。

大学生を持つ親としては、日本とアメリカの学生の違いなど興味がありましたが

愛大生はあんまり勉強しない、という彼の言葉に、ああやっぱりという感じでした。

アメリカでは、受験こそ楽ですが大学に入学してからが勉強の始まりで、皆本当によ

く勉強するそうです。又大学の費用も、半分はアルバイトや学生ローンを利用して

自分で出すそうで、やはりアメリカの学生の方が自立しているようです。

とてもきさくに私たちと話をしてくれて楽しいひとときでした。もう少し時間があ

ればもっといろいろと話せたでしょうに。企画して下さった方、ありがとうござい

ました。(K ) 
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「森林についてJ思うこと

5月23日、林和男愛媛大学教授の「木と環境j の講演に誘われて出席した。

50年後、石油は枯渇し、エネルギー源として森林が重要になってくる。

森林資源の機能

世界人口は 1740年頃から急増。それと比例して土地利用の変化により森林

面積が急減少。グローバルな日で見ると、近年森林面積はわずかに増加して

いる。(米国・中国に於いて植林しているため)日本の国土の 67%は森林で

ある c

**本最近の森林面積増加については、講師の方から後で若干の訂正があった。

森林面積の統計は、取り方によってデータが違い、減少しているというデー

ターもあるとのこと

無意識のうちに森林破壊している身近なこと。

地球温暖化と森林

ライフサイクルアセスメント

等についてもわかりやすく話していただき、大変勉強になった。特に、 「森

林問題は短期的に見て良いことと長期的に見て良いことが違うことが多い。結

論が出にくい。 Jとの言葉が印象に残ったο

私が、毎年海外旅行に行き始めて数年になる。駆け足のツアー旅行であるが、

百時一見にしかず¥のごとわざ通り、考えさせられることが結構ある。その一

つが、自然との調和、共存についてである。

わが国では、狭い土地を最大限利用する為に、完壁なまでに整地し、建物を

建設する。その結果、人間の住む街には緑が少ない建物ばかりとなる。-方外

国は、少なくとも日本よりは木を残し、自然と共存しているように感じた。

勤勉、諜癖、清潔好きの国民性もあると思うが、日本は敗戦後、経済発展に

重点を置いて突き進み、それと同時に地球の森林破壊にも手を染めた。

トイレットペーパ一、ティッシュペーパー、軍手等々、なぜ真っ白なのか。

考えてみれば、不思議であり、不必要でもある。

森林問題は、実は私たちの生活そのものを考え返すととから始めなければな

(K.F) 
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林先生のお話を伺って

先生のお話は今まで常識と思っていたことを、ことごとく覆す

ものでした。アメリカや中国では木材は将来のエネルギ}として

重要と考えられ、猛烈な勢いで植林されていること。森林減少の

主な理由は木の伐採ではなく、農地や牧場などへの地自の変換に

よるとと。環境にやさしいと思われているヤシ油製品を使うとと

や、ハンバーガーやブラックタイガーを食べることが、森林をヤ

シ畑や牧場や養殖場に変えることにつながり、無意識のうちに森

林破壊を手伝うことになること。木材は伐採と植林を繰り返す限

り、再生可能な素材であること。古い森林は酸素の供給という役

目はほとんどしていないこと。紙のリサイクルは必ずしも、森林

の活性化につながらないので、スウェーデンではリサイクルをし

ていないこと。お話を伺いながら、驚きの連続でした。

さらに、森林資源は思っていた以上にたくさんの重要な機能を

持ち、木材はエコマテリアルとして本当にすばらしい素材である

ことを再認識しました。

私達主婦が、グローバルな、また長期的な視点で物事をみるの

は大変難しいことですが、地球上で進む環境の変化には常に敏感

でありたいと思いました。貴重な時間をさいて、私達に話をして

くださった先生に感謝しております。 (T)

(4) 



重信J117k系河川環場管理基本計画を読んで

8月1日に4人で建設省四国地方建設局に11"ってきました。新聞で、重信)iI涜域0)泉の{史学
を含む管理計画が建設省から示されたというのを夫lJり、詳しいこと副部きに行きました。

に連絡をしていたのですが、担当者には会えませんでした。こちらから用意していったのは以
下ω質問です。

l 泉については、地域住民との意見交換、または整横計画の提示などは、どωような場で

おこなわれるのか。委員会が設聾されているのなら、それはどのようなメンバーなのか。

一般住民との接点、はあるのか。

2 公園として整舗をすすめる時には、もともとそこにあった樹木をできるだけ践す方針な
のかどうか。

3 泉も含めて泉間近の自然保護は具体的にどのように進められるのか。

以上の質問には答えてもらえませんでした。

資料として

「重信JII水系河川空間管理計画J

「重信Jil7.k系河川環境管理基本計画」をもらってきたので読んでみました。

気になるところが一つありました。
河川空間の管理に関する計画の中の地域交流ネットワーク計画において 各地立案内板，

休憩施設，アクセス路(J)整備を行うとありましたが，これらができると来訪者が多くなり新
たにゴミ問題などが起こること，自然環境が変北することが懸念されますが，そのことに対

する異体的な対鑑は示してありません。
あとは町投場記行ってこれらのこと立ついて詳しく聞きたいと考えています。今までは投

場の職員の方々には親切に対1zしていただいています。
く
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宅再

6月 1臼(月) 6月定例会報告 A.M 

町役場生活環境課の加藤課長に来ていただき、司様ゴミの捧定謹実擁yJ静のゴミ行政に

ついて話をしていただき、その後、 Q&A形式での話し合いを持ちました。

最近、 「ダイオキシンj関連のニュースが毎日のようにマスコミをにぎわせていますの

で、まず、 [ダイオキシンj についての説明があり、次に、ゴミ行政について具体的な話

に移りました。

<i耳鳴ゴミについて〉

①昨年4月より指定費擁行j;.-t障のゴミの推移はどうなっているのか。

平8年度緯量4987.74t 平 9年度総量4207.65t 1 5. 6 %誠

/1 4 H 417.26t If 4月 341.53t 1 8. 1 %誠

顕著に誠少しているのは、分別がきちんとできた成果であるとのことです。

②違反シールが貼られたゴミ袋について

悪意がないと思われる〈ついうっかりの無記名・分別不十分な物〉ゴミ袋に関しては孜

副回収時に持ち帰っているが、悪質な物については人物を特定し詮議をし続けてか違反ゴ

ミはかなり少なくなってきているそうです。

@紙ゴミの処理について

吉紙同叡車が取りにきているのを見撞けますが、逆有噴となっており、ゴミ鰭却炉の極

度を上げるために轍やし、油代の節約に役立てている o 費謀として利用したいのだが、分

間が不十分なためキチンと分腕されている外留古抵の方が安くリサイクルしやすいのだそ

うです。出来たりサイクル製品の利用も神びなやみリサイクルがうまくいっていないのが

現実です。

④童話路Iの離部炉のダイオキシン関連について

最近の醐定錨(国の基準値 lrJ当たり 80ナノ1，:7)
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1号炉 0.21ナノ ※ナノェ10億分のI

2庁 0.24庁 ※ヨーロッパの基準値=0.1ナノ

今のところ、この輔定値であれば、平14年12月以降の基準値強化に対してもクリアー出来

るそうです。(でも、この謝定値も条件の一番良い時点に醐定しているとしたら24時間藤

働の炉ではないから着火と消火時には高濃度のダイオキシンがでていると私は考えていま

す。ヨーロッパの規準値. r環境ホルモンJのことを考えてみると、 80ナノという基準値

は高すぎるし、今後、基準値が厳Lくなる可能性があるかもしれません。そうなると、 24

時間接働の擁却撞設でないとクリアー出来なくなるでしょう o ゴミ処理rt域化の必然性が

でてくるのかもしれませんね。)惣込憩込母岱@~る態色

(6) 



く不犠ゴミに関して>

平 8年度総量1005.80t .'il9年産総量1235.85t 22.9軍増

①平10年 4月より、藤やさないゴミとして4分別樹i授が踏まりました。月 2回づっ(空き

tff .金麗額〉と(ベットボトル・そのf訟の轄やさないゴミ〉の回収でゴミステーションが

スッキ 1)と感じる気がしています。町としては、透明袋でキチンと 4分別されていれば良

いとしているが、地区によっては、記名をし当番で立ち番をしたりと、取組はまちまちだ

そうです。

⑨西i授業者〈訟山容器〉での処理方法について

リi空き缶:アルミ・スチールを礎石で分別しそれぞれ立方体に閤めている

叶金属類:手作業で分別している

ィiびん顕:色分け(無色@茶色@黒・輯)しカレット(融かく砕く〉にする

クiペットボトル:ラベル〈手作業で外す〉キャップ〈外していないもの)汚れのひど

11¥;1 いものを手作業で除き、機構で細かく砕く

※グリーンのベットボトルはリサイクルされません※

その鵠の織やさないゴミ:そのまま最終拠分場へ運ばれる〈砥部賄は、プラスチックゴミ

を捕容器にかけ50分の 11こかさを輔ら Lて処分場へ運んでいる

※発指スチロールトレイはリサイク fしきれません※

松出容器を見学して感じたことは、

*融かく分別Lたほうが手間が省けてリサイクル率があがる

ネスーパーなどの回収ボックスに出せるものはそちらに出す〈確実に豊富民化される〉

*詰め替えのできるものを利用し無駄なものは買わない

*自分の臼で現実を知る上で是非見学をお勧めします。

〈粗大ゴミに関して〉

平8年度緯量968t 平9年度総量814t15.9~識

増加し続けていたのが減少した要国として、摺費説アップがあるだろう。持蔵離が捕っ

ているそうです。家電製品の買い替え時には古い方を電気屋さんに引き取ってもらったほ

うがよいでしょう。(特に冷藤膳@クーラーはフロンガスの問題があるので、有料でも引

き車ってもらいましょう。)

<Q&Aコーナー〉

Q. カラスの被害に罷っています。ネットをかぶせて対鏡は取っているが、イヌ e ネコの

被害もあり聞いのあるゴミステーションやカゴの設鐘は出来ないものなのでしょうかo

A. ゴミステーションは町内約 600ケ所あり、聞い・カゴの設置は費用・立地場所的に

難しい。今のところ自己防衛で乗り切ってほし ¥'¥0 ※イヌ避けにはエアーサロンパスを

吹き付けておくと良いそうです。

Q. 電気の生ゴミ拠理轄の捕助の予定はないのでしょうか。

( 7) 



A伽予算が多額になるため未定。ゴミ櫨却場 (1臼22t処理可構〉で拠理できる量の関は

ゴミとして出してほ L~)o コンポスト・ボカシ等でのゴミ描量北は融離して櫨力してい
ただきた ~)o

Q. 不機ゴミ@組大ゴミの有料化の予定はないのでしょうかo

A. 不詰投棄の増加が考えられ今のところ未定

Q. 転入してきた人への説明や指定袋の寵布はどのようになっているのでしょうか。

A. 住民票を静動された方にはパンフレットー搭定袋の麗布を行っている

Q. 外匡華人向けのパンフレットはあるのですか。

A.登録数斡 60世帯あるが特別に作ってはいない。パンフレットの絵で理解したり、近

所の人に鵠いたりして出しているそうです。

Q.事業所・福祉擁設のゴミはどのようになっているのでしょうか。

Aゅ指定袋 LO故500悶で購入してもらっている。

擁却場への菌接持込みについて ー穀住民 100kg 100円

業者 F/ 600円

愛嬢大学が燐却擁設を作り躍すため、その龍、町が敏託回収するようになっている。

くらしの学習会で・は定期的に加藤諜長にきていただいています。菌接色々なお話を開く

ことができるし、そのつど難問にも答えて下さるので、たくさんの人の参加をお騒い致し

ます。議忍忍福島高弘忍忍議議忍&議

盤騒轟轟轟麓麗轟轟
ごみの焼却などから発生したダイオキシンは、大気中に出ていき、雨などにより土

壌や河川に落ちてきます。さらに、樟物や魚、に食物連鎖を通して取り込まれていくこ

とで、生物にも蓄覆されていくと考えられています。

<8> 
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みんな知ってる?グルジア共和国

正式国名: グルジア共和国 (Republicof Georgia) 

首都: トビリシ (Tbilisi) 

国土面積 6万9700平方キロメートル(日本の 5分の 1)

総人口 541.1万人(1996年末〉

1991年独立 英語では、ジョージアと言い、ギリシャ人が付けた名で『農

業の趨jを意味し、グルジアはトルコ人がつけた名で、『神を信じない人J と

言う意味。(ちなみにトルコの宗教はイスラム教で、グルジアの宗教はキリ

スト教) 建箇の歴史は古く、紀元前 6世紀(コルキス王国)とか。

公用語: グルジア語 グルジア文字は全部で33 文字。一つの文字は~，~の読

み方しかない。

気候: マリアさんの実家がある街では、冬r;t:-限度にま-:c下がり、夏は 35度

まで上がるというのが普通なのだそうだが、地域によって違う。

地震が多い園'"2年に 1聞は大地震があるという。

その他: スターリンはグルジア人。!日ソ連外相シュワルナゼが現在の大統領。

「唱込
守

♂ぺ乞

グルジアの歴史は侵略、戦争、内紛の歴史。 1~18 年一旦独立したが、 3

年でまた!日ソ連に併合される。しかし、この間に大学を作ったり基盤を

整えたりした。

1991年独立してからも内紛が絶えず、マリアさんの友達も、内紛に巻

き込まれてなくなったとか。日本のような島国に生まれたかったマという

言葉が印象的だった。平和のありがたさをいつも感じているとか。

iりそら巾子
めかふV~3の回り

クiレウ誇て VげさリアナけつAと説刊号

((0) 



グルジア共和国からの留学生

マリアさんのお話を伺って

グルジア共和国のことはほとんど知りませんでした。黒海とカスピ海に挟ま

れている小さな菌、確かよく争いがあって・ ーそのぐらいでした。本当に

恥ずかしい罷りですc

私が、もし日本を離れ暮らしていて iあなたの園、日本について教えてJと

言われたら「どうしよう・・・ o J歴史、民族、宗教、文化、芸術 etc:こ

のうちまともに答えられるものがないのが現状です。それだけひどい学習不足

です。情けなく患います。

マリアさんのお話を伺っていて、祖国を愛する気持ちが髄所に感じられまし

た。また愛する家族、友達と遠く離れていても彼らを思う心が伝わめました。

ステキだと思います。

他国からの侵略や内紛の繰り返しの中で、私達現在の日本人には解らないほ

どの数々の患いを経験しているはずなのに、それを教訓に明るく前向きに生き

てゆく¥本当に生きる力、勇気といったものを感じます。

何か、のんびりしすぎて、怠情ななかでの屑をひそめたくなるような出来事

が増えつつある現代、そして私自身反省させられます。

そういうととろから、少しずつでも、自分を磨き高めていかなくてはと患い

ます。では、その為に、何ができるかなと考えると、日々の生活の中で、少し

ずつでも前向きに一歩ずつできることから始めなくては、と患います。

一人ずつが向上するととが、国、やがて世界のためにとつながるのでしょう。

普段の生活では、立ち止まって考えもしなくなっていることを、私も少し掘り

下げてみることができました。どうもありがとうございました。

少し前の臼本もも心豊かな面が多かったのでは・.. 1可かホッとする、

入閣には大明なととが詰まっていたのかもしれない。 (T.F)

(11) 
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f鰭震罷 f主埼宝

費者理法人 住宅・建築費エネルギー機構という理体があります。去るs月3目、

関母体が主寵する「韓醸住宅セミナーJ (福開会場}に出臨しましたので、その輔要

についてご報分します。

近年、住宅で捜期される建韓や擁工材等から敢散する化学事軽量による住宅室内の空

気持費量、轄に揮発性的有識化合輯4こよる韓穣への影響が蹄題として措擁されていまま

そこで、同国体は、平成g年7月、建設省、厚生替、通商産業者、鉢野庁の協力的

下に、学識経験者、関連業界母体からえZる f韓麗註宅輯究会J (委員長:今嘉勝吉

工学院大学名誉教麓}を組織し、韓農欝響を与える可能性のある化学輯費に関して、

空気持襲対麓の韓討を実擁してきました。

同研究会で誌、 f内装・実験分科会J (事務局:壁装材料協会}および f本費建替

分科会J (事韓崩(蹴}日本住宅木材技指センター}を組職して、 2年にわた号そ

れぞれ内装材、本鷺建材による室内空気持染の扶視について実証的実験研究を行うと

ともに、 『設計・職工分轄会J (事務掲(欝}住宅・建襲 省エネルギー機構}に

おいて韓車彰響巷酷撮していくための住宅設計ー擁工の基本的考え方、手法および入

居者母性まい方等について検討しました占

このたび、同研究会試験討の成果として、 f室内空気持室長鑑議時ための設針・脇工

ガイドラインJ (fl下、 「設計・擁工ガイドラインj という}と fユーザーズ・マニ

ュアルj をと暫まとめ、広く公表することとえEりました。

同研究会が研究課題とした住宅部考え方とは、 f柱宅自空気持築による纏続的立韓

農へ的露響に配醸した住宅j 、具体的には、現下に麗重量した柱宰です。

邸入体に有害塩揮発軽音機化合鞠等を敢離しないか、一盤に踊いられている材料、

部品と比べ験豊をする揮羅桂帝劇E合鞠等母霊が十分少えまい建築用封料、部品を捜用

すること。

窃 通蹟・換気・護襲警等により弾発性有機4色合鞠等による轄襲へo欝響を鑑識できる

性能を有することφ

同研究会の検討撃華麗拡、噴き援し時に住宅と一体となっている材料・部品であって

室内へ離散した場合に韓醸への彰響を引き甚こす可能性郡高い化学鞠費を含むものと

し、さらに、註宅室内に主主義をされる可能性的脊無や韓壊へ的審響的可能性を毒事案し、

安全立羅柱空鱒を実環するために当轟轟5草されるべき鞠重量として、設の3輯賞および

3護揺を f擾先歌轍鞠豊富j として選定し検討を重ねました。

3暢鷺<D *JVムアルヂヒド 3薬荊臨本材課事荊

@トFレヱン 窃可塑荊

命キシレン @防鐘調

設計・襲工ガイドライン、ユーザーズ・マニュアル件戚上の基本的認考え方は、罷
(It) 



先取組物質の室内護度が一般的に以下の特性を持つことを基礎としています。

①優先取組物費の室内護度は、援先取組物質を放散する建材・施工材{接着剤・塗

料等の建築現場で利用する材料}の使用量に正位相関があること。

②建材・施工材の選択によって擾先取組物質の放散を舷誠できること。

@ 擾先取組鞠賓の室内濃度は時間カ等霊るにつれ次第に低減していく傾向があり、こ

の抵減速度は建材・施工材の種類、放散する物質によって異なること。

@建材・施工材の温度が高くなると、懐先取組物質の放最量が大きくなる傾向があ

ること。

@ 換気量カ宅多くなると優先取組物質の室内護度は希釈されて抵くなるζと。

@，~舛襲、基礎・床下・天井・構造駆体内装下地材、内装仕上材の瞬番に後者ほど

室内濃度への諺響が大きくなる傾向があること。

口設計・施工ガイドラインの榎要

性格:設計者・施王者を対象として、室内空気汚染による居住者の継続的な健康影

響を笹擁する住宅づくりを実現するための、設計・施工時におげる基本的な考

え方や手法を取りまとめたものです。

要点:設計・施工者が入居者の居住条件や敷地の条件、構造の特性等を把握するこ

とが重要であり、これらを十分に踏まえて、①適切な材料選定を行うこと。

② 現場での適切な施工管理を行

うこと。

@通風・換気へ配慮した設計を

行うこと。

が入居者の鍵康影響の笹誠のために重要です.

さらに、引き渡し時には、入居者に対し、優先取組物震などの室内空気汚染

物質による健康被害を極減していくための住まい方について説明を行うことが

重要です。

建材・施工材の選定においては

優先政組物質を放散しないか放散が十分少ないものを、日本農林規格や

日本工業規格あるいは業界団体の定める自主規格、メーカから入手できる

化学鞠費等安全データシート等を参考にして適切に選択することが有効で

ある。

接着剤・塗料等白書量工に当たっては

種類、使用量を目的に応じて適切に施工管理を行うとともに可能な範囲

で養生期蹄をとることが有効である。

換気・通風への配慮では

風による空気@擁れをより効果的に活用できるような位置に宰や換気口

を設けることや、適切な位置に換気設情を設けるほか、工期または入居ま

(1" ) 



での関の換気の葉擁カ靖識である。

リフォームにあたっては

ユーザーが罷往しながら現場擁工を行う場合が多いため、新薬時政上にも

捜期する建材.11島工輔の選択や麓工方法、擁工管理、工欝設定に一驚十分

話配患を行う必要がある。

なお、研究の結果、化学鞠鷺の韓巌への彰響については鱒人差が大きいことや、室

塩、握護、換気などの粂鮮によって室内襲麓は大きく変化すること、護疲予灘法につ

いての研究が選んでおらず未だ臨難なレベルにあることなどから、こうした予糟方法

については今後、各方面で取り組むべき欝究課題で晶るとされました。

また!司ガイドライン説、 *Jレムアルヂヒドの室内謹度が高く居住者への鍵麗被害が

悪念される時に、現腰轄で最も簡鞭かっ有豊島な対艶手韓と考えられる換気の方法を居

住者にアドバイスしていく鰭易マニュアルと、ホルムアルデヒド護度の欝易程調定方

法について的解説を器材しています。

ロ ユーザーズ・マニュアルの額要

性轄:住宰記入器するユーザーを対象とし、ユーザーが住宅安建築島るい誌購入す

る時の麗瞳王者や柱零的選び方、日曹の暮らしの上での留意点を分かりやすくま

とめたものです。

要点:ユーザーは、室内の空気環境に配車して鍵康への彰響豊能主義していくため的

住宅建築の基本が、 φ 適鞠な材料選択

窃藤明な擁工

窃換気・通属への艶重量

にあることを理解し、こうしたことに麗麗された設計、持料選択が認されてい

るか、さらに、建襲現場で現実に正しく脇工されているか告確かめることが重

要です。

日曹の暮らし的上では、申 護の関関によって自重軽換気を麓輯的に耳記号入れ

ること@

窃給気口をできるだぜ醸げた状態にすること。

φ 室内ドアを解散して通気鑑轄を曜課すること。

窃憲を関め弱る場合は台頭襲気麗などを運転する

こと。

おどの換気への麗患が重要です。

また、生活的中では建替等o舛にも、室内空気持襲離と詰る可能粧があるも

のがあり、ぞれらをできるだけ持ち込まえ互い、あるい誌鞭捕にあたっては換気

に十分控意する必要があります。

入居鏡、 f強い異いがするj

f自がチカチカするj

。守)



f曜に鶏告を覚えるj

などの症状をお誼えたときには、すぐに設計者、議工事まに朝議して謹顎な換気

的方法草どについてアドバイスを受げる必要があります。

これらの手法でも症状が改善されない場合には、専門麗4こ輔議することを勧

める必要があ静ます。

なお、症状によっては早めに麗蹄に輔設した眠うが良い場合もあるので註意

する必要があります。

践上

* テキストに基づいてど紹介したために、文章が堅苦しく分かりにくくなった

ことをど容赦下さい。

* 化学鞠輩、設計・施工ガイドライン、ユーザーズ・マニュアル、室内空気環

墳に関する紛争捧理事柄邸内容その抽関連のことは、~の機会にど紹介できれ

ばと患っていますo (宇野〉

全議金量産 ~~許~ゆ F\--...-/ 0:0へ~一一/

判事7月 13呂(月〉午前 10時 30分~ 臓器移植コーディネーターの言語

判事構先生の博物館iこ行って見ませんか! 参加者募集

判事また奥重信・開歌吉漢谷の方へ患をのiましてみたい・

金々な企麗・ご意見費お待ちしています。

くちしの学習会では、臨時会員を募集しています。

活動会員 2鰯@円購読会員 1000円11年

提込口盛番号(郵便局)

くらしの学習金 01610-5-21026 

問い合わせ先電話.FAX 089-964-6956 (林)

編集後記

今重一番の暑さの中、フランスワールドカップの試合をときどき晃怠がちパ

ソコン闘かっています。あーあ、自本府選リーグの試合全部に善戦むなしi
く負けてしまいました。 1点、入れることがいかに難しいか、 1騰することがいか

に大変なことfJ)O つくづく患い知らされました。でも、昨日よザ今盟、今自よ

ザ明毘へー捗ずつ進んでいけばいつかiま・・・・・・・。諦めtJ:.いことが大事

なのではないでしょうか。ごみ問題しかり、環壌問題しかり、麗醸紛争しかり

(Y.G T.H) 


