
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

7月 28日 34(7) 前々回 26 83.87 5  田辺 川本 原田 植松 引田 

8月  4日 34(7) 前回 25 78.13 7  伊藤（健）、宮東、森川、田辺、川本、原田、植松 

8月 18日 34(7) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

  スマイルBOX   本日  ¥35,000  累計 ¥111,000 

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    8月 25日（火） 12：30 2720  第1回クラブフォーラム 

    9月 1日（火） 12：30 2721  ガバナー公式訪問 第3回クラブ協議会 

    9月 8日（火） 12：30 2722  卓話：「読んでますか？ロータリーの友」 

    9月 15日（火） 12：30 2723  卓話：「IM中間報告」 

今 

後 

の 

情 

報 

指揮：戸張美穂君 

◆座間RC 会長 溝渕信一様／本日、会長の溝渕です。今日は楽しん

で帰ります。細川さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。 

◆座間RC 幹事 鏑木重治様／今年度、座間クラブ幹事の鏑木です。

本日は、よろしくお願いいたします。 

◆会長 冨岡弘文会員／座間クラブより、溝渕会長、鏑木幹事、よう

こそいらっしゃいませ。明日、おじゃまします。川本さんの徳洲会病

院で人間ドックやりました。新しい機器で、受診もらくちん。お尻か

らの内視鏡でポリープが見つかり、その場で取ってもらいました。い

や良かったです。 

◆幹事 三浦高義会員／座間ロータリークラブ、溝渕会長、鏑木幹

事、本日はお越しいただきありがとうございます。 

◆佐々木和夫会員／昨年より耳鳴りがひどく。元会員の加藤恒夫さん

に無理やり新会員の引田先生の病院に連れていかれました。その後6月

2日に肺のＣＴスキャンを撮ったところ、肺がんの疑いがあり、県立が

んセンターに紹介状を書いていただきました。本年度、冨岡会長、三

浦幹事のスタート例会にも参加できず、申し訳ありません。このよう

な姿になりましたが、治療にハゲみます。 

◆古木通夫会員／佐々木さん、お帰りなさい！ 

◆増正之会員／8月3日現在の大和市内のコロナ感染者2名、合計78名に

なりました。県下で6番目の多さです。内容は薬剤師30代と20代の女性

です。 

◆伊藤彦二会員／武田会員、私の誕生日の「かるた」伊藤はしゃべる

のが苦手、マージャンがいいとの事、半年も行ってません、体がおか

しい！！ 

◆本田誠一会員／家内の誕生日祝い、ありが

とうございます。本人は何故か1才上と言って

います。共に白髪までといいますが、白髪だ

らけです。金曜日の「すだて」楽しみです。 

◆石髙誠一会員／皆さんもうすぐ、すだて遊

びですが、熱中症対策をして、楽しい思い出

を作って下さい。お子さん等は一生の思い出

になると思います。 

◆戸張美穂会員／長い梅雨が明け気持ち

の良い夏空ですが、コロナ禍とマスクは未だ辛いですが、皆様くれぐ

れも熱中症に気を付けて下さい♡佐々木さんお帰りなさい！ご無理なさ

いません様に。又本日は卓話をさせて頂きますのでよろしくお願い致

します。 

 

◆花岡淳子会員／先週、ガラ系携帯からアイフォンデビューしまし

た。発信と着信のみでほかの機能を使いこなしていません。不要不急

のご用の方、ご遠慮下さい。 

◆山田己智恵会員／6月、7月臨時議会報告を配布させていただきまし

た。よろしくお願いします。先日、本田先生ご本人に前髪カットして

もらいました。髪が前に落ちてくる悩みが解決しました。 

◆細川康治会員／座間ロータリークラブ 溝渕会長、鏑木幹事、一年

間頑張って下さい。今度、ごあいさつにお伺いしたいと思っておりま

すので、よろしくお願い致します。 

司会 

SAA：増正之君 

スマイル担当：戸張美穂君 

※眞鍋さんのお見舞をスマイルに入れていただきました。 

クイズ 

山田己智恵君 

お誕生日おめでとう 

眞鍋さん、 

退院おめでとうございます！ 

本田誠一君（奥様） 

伊藤彦二君 

会長の時間 

食事開始早々に、会長の話でスミマセン。テレビで会食がコロナでは心

配と言ってました。マスクを外して喋るからですね。BGM代わりに食べな

がら聞き流してください。 

先ずは、先週の理事会決議を受けての報告です。 

 コロナを理由とする欠席について、緊急事態の現状を整理することか

らメイキャップなしでも総て出席とすることを決めています。但し、日頃の

例会でもその通りにすると、出席率の意味が無くなってしまいます。ここ

は、例会ではいつも通り。コロナが理由であっても事前の連絡を確認し

て例会運営をしようと思います。 

そもそも連絡が無いと、お弁当が余ってしまって勿体ない。欠席の連絡

をお願いします。 

お子さんたちの看護で、長期間に亘り例会出席が見込めない植松さん

について、定款や細則に基づいて、出席免除の特例適用と、会費一部

免除の特例を決議したことから、ご本人に電話で趣旨と内容を伝えまし

た。そして「配慮いただき有難うございます。ロータリーを続けられればと

思います」との返事を頂くことが出来ました。 

 ４つのテストにあるような好意と友情に基づく、クラブの意向が伝わり良

かったです。また、名誉会員と言うアイデアもありましたが、当クラブでは

名誉会員って、基地司令官のように会員以外の人への用意だと思いま

す。 

 このような事態では責任者は保守的な判断をしたくなるのですが、金

曜のすだては予定通り実行します。５０人乗りのバスに半分の人数で異

動するのは小田急線より安全かも知れない。漁師の案内で広々と海遊

び。子供たちには、この夏の唯一の思い出になるかも知れません。 

ここ数年サボっていた人間ドックを、川本さんの徳洲会で受診しました。

一日がかりのフルコースです。コロナ禍の影響で空いていて次々に検査

は進みます。午前最後の問診ではMRIも内蔵エコーも、心電図も、血液

検査も優秀と言われたのですが、午

後の内視鏡検査で腸にポリープが２

つも見つかり、その場で手術を受けま

した。 

眞鍋さんから、入院すると若くて美人

な看護師さんが大勢いると聞いてい

たので、入院できますと言ったのです

が、ドクターに必要ないでしょうと言わ

れてしまいました。 

とにかく受けて良かったです。皆さん

も健康管理をお忘れなく。 

ところで、人間ドック代の税務上の取

り扱いは論点です。個人事業者であれば、家事費であり、仕事の経費に

はなりません。社長や役員の場合、一般の従業員も含め、皆が同レベル

の費用を掛けた検診をしているのなら全体が福利厚生と言えますが、役

員だけ高額な検診となると、それは経費にはなりません。 

一方、個人所得税の医療費控除との関係ですが、通常の場合、人間

ドックや検診の費用は控除の対象になりません。但し、受診の結果、重

大な疾病が見つかった場合には、ドックの費用も医療費控除の対象に

含める事が出来ます。 

社長の健康は会社にとって重要なのでドック受診は大切ですが、税法は

融通が利きません。私の場合、最初から仕事の経費には出来ないのは

判っていますから、個人で申し込んでいます。そして、今回のように手術

となったら、重大な疾病が見つかった訳ですから、確定申告で医療費控

除と致します。 
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例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 冨岡 弘文 幹 事 / 三浦 高義 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 本田 誠一  副幹事 / 伊藤 健司 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう】 

第 2718回 2020年 8 月 4 日(火) 

      司  会 /  SAA  増正之君 

      斉  唱 / 「君が代」「奉仕の理想」 

      Ｓ.Ｌ.   /  戸張美穂君 

      ゲ ス ト  /  なし 

      ビジター / 座間ロータリークラブ 会長 溝渕信一様 

                        幹事 鏑木重治様 

 



 
 

 

 

 

 

 

「新型コロナウィルス対策に思う換気設備計画の現状と課題」 
  

～健全な機械換気設備の施設を見分け ウィルスから身を守ろう～ 

                 (有)相原聰建築設計事務所 

 

今年はじめから世界中を巻

き込んだ新型コロナウィル

スの災害はまだ終息のめど

が立たない状況です。災害

の対策としては3密 密集、

密閉、密接を避けることに

なっております。  

電車や建物の室内では、普

段見られない窓開けの光景

が見られます。  

緊急事態宣言下では感染を

避けるために、ナイトクラ

ブ、居酒屋、カラオケ店な

どをはじめとする店舗は営

業自粛になっております。

また、手洗い、マスクの着用、ソーシャルディスタンスや移動に

関する新生活様式など「ソフト」に関する話題がニュースで盛ん

に報道されておりますが、建築物の技術「ハード」に関すること

はほとんど語られておりません。建築士である私は今ほど換気設

備の重要性を感じることはありません。  

 

建築基準法における換気設備の基準 

・窓あけによる通風換気（住宅） 

床面積の1/20以上の窓開口面積による通風換気（図1） 

 

 

 

 

 

 

              図1 

 

 

・窓がない場合の換気扇による換気（店舗・宴会場） 

在室人数 1時間一人あたり20～30（ｍ3/人・時間）の新鮮な空気

が必要です。 

以上が義務付けられております。（図2） 

図2 

都市の課題：テナントによる店舗における換気設備のコンプライ

アンスは自己責任 

・テナントによる店舗の内装工事は通常新築工事の完了検査後の

施工になります。 

店舗の営業前の届け出は主に消防法、食品衛生法などで、換気設

備が適法であるかの検査は用途変更の確認申請が必要な特定

用途の200㎡以上の場合に限られます。よって200㎡以下のテ

ナント店舗は行政の取締はありません。（表1） 

 

 

 

 

 

 

・表-1  建築物、テナント工事の行政による取締   

 
 

 

家庭の課題：エアコン使用時、窓を閉め切った状態のときの機械

換気 

・現在、冬期、夏期において住宅は冷暖房するために窓を閉め切

るようになった。また省エネルギーの政策のため、以前より

高気密住宅になっている。隙間風の少ない住宅で健康に過ご

すには換気扇が必要です。家族が集まる居間には換気扇が必

要です。もしない場合は台所の換気扇で換気しましょう。

（図3） 

 
図3 

 

都市の換気機能の有無の見分け方 

・全館空調設備：冷暖房、機械換気設備が建物全体で完備できて

いる大きな施設 

 駅ビル、大きなオフィスビルなどの施設は建物全体のコンプラ

イアンスの監理を大手の設計事務所に委託しております。

個々の内装工事について建築基準法のコンプライアンスが適

法になるように指導しております。 

・小規模のテナントビルはテナントの責任感で機械換気設備を設

ける 

 雑居ビルの小規模店舗の計画のコンプライアンスはテナントの

設計施工の体制に任されております。換気設備が適法である

かどうかは判別がつきません。 

・その他の小規模店舗は窓や扉を開けて通風換気を促すことがで

きます。エアコン使用時はカウンター厨房がある店舗などは

レンジフードを連続運転で室内を換気できると思います。 

（図4） 

図4 

建物の維持管理の法律：建築基準法第８条（維持保全） 

「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構

造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなけ

ればならない。」と法律で定められております。 

建物のオーナーの方は一度ご確認いただきたいと思います。 

表1 自社ビル テナントビル 

      

工事 

申請・届出 

新築工事 200㎡を超え

る用途変更が

伴うﾃﾅﾝﾄ工事 

用途変更が伴

わないﾃﾅﾝﾄ工

事 

建築基準法に

よる 

確認申請 

（換気設備の

確認） 

○必要 ○必要 ×不要 

※換気設備不

備の可能性あ

り 

消防法による 

届出（毎年検

査有） 

○必要 ○必要 ○必要 

食品衛生法等 

に よ る 届 出

（営業前） 

○必要 ○必要 ○必要 

大和ロータリークラブ週報 

卓話 

 

幹事報告 

・8/7（金）はすだてです。8/11の例会は取止め例会です。お

間違いない様お気を付けください。 

・8月ロータリーレートは、1㌦105円です。 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・第2回議事録 

 

 

・2019-2020年度会計報告  

・相原会員、戸張会員 卓話資

料                                                            

【回覧】  

・the rotarian 

・会員増強・新クラブ結成推進

月間リソースのご案内 

・九州被害地への義援金協力

依頼（本日締切） 

プログラム委員会、青少年委員長 松川健治会員／本日の予定、マ

イロータリー・ＺＯＯＭについて→職業奉仕 卓話 相原さん、戸張さ

んに変更となりました。絵画コンクールの進捗状況について。 

 

親睦委員会 石髙誠一会員／すだて遊びの件。 

 

細川康治会員／マイロータリー登録の件。メールアドレスを事務局松

山さんにお伝え下さい。マイロータリー登録なさっていない方のみで

す。よろしくお願い致します。出来れば、次回の例会時までにお願い

致します。 

委 員 会 報 告 

松川健治君 石高誠一君 細川康治君 

「コロナ禍の元 新しい生活・活動様式にむけた情報発信構築の取組みについて」 
                          

                  職業奉仕委員会 委員長 相原聰 

 
・職業奉仕ミニ卓話：テーマ「コロナ禍の元 新しい生活・活動様式」の発表を募集します 

・発表時間は10分前後 例会では2題発表とし、多くの会員に発表をしていただきます。 

・卓話をHP FACEBOOKにUPし、広く社会に発信します。 

・ZOOMを利用し、WEB参加者にも発表を理解していただき、録画をWEBにUPします。 

・録画を県内高校の職業を語る会や他のクラブの出前卓話に利用していただきます。 

・職業卓話の日程は8/4、10/27、12/8、1/26、5/11、5/18、6/1、6/8 計８回16名を予定して

おります。行事の中止等で卓話の機会がさらに増える可能性もあります。 

・テーマや発表方式は方針にこだわりません。気楽に考えてください。準備はご協力いたします。またWEBのUP

を遠慮しても結構です。よろしくおねがいいたします 

座間ロータリークラブ 
会長・幹事 就任ごあいさつ 

会長 溝渕信一様 

幹事 鏑木重治様 


