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第 2044回例会 

     2020年７月20日（月） 第3回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●例会行事 入会式（大野 和宏君・前田 幹太君） 

 ●司  会 稲吉 將秀 SAA委員長 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君 

 

 

皆さん、こんにちは先日クラブ協議会が終わってから、幹

事と一緒に、名古屋空港事務所に挨拶に行ってきました。

空港長は、前任の澤田さんから近藤雅俊さんに変わって

いました。FDAの運行状況等の話をしている中で、密な

空間である飛行機の中の換気の話になりました。飛行機

内の空気は、機外から新しい空気を取り入れ、ウィルス等

を除去するフィルターを通し、空気の流れを機内の上か

ら下へのみ一定方向に循環させ、機外へ排出する換気方

法となっているそうです。その結果、客室内空気は 3 分

程度で外の空気と入れ替わる仕組みになっていることか

ら「機内は閉鎖空間だけど、安全です」と言っていました。

屋内におけるコロナの飛沫感染の予防には、まずマスク、

それから換気をして空気を入れ替える事が非常に大事だ

と言えます。 

この例会場の換気ですが、一般的に宴会場は事務所に比

べおよそ３倍以上の換気量を要する空調設備を備え、20

分程度で会場内の空気と外気が入れ替わるような設計が

されているはずです。天井も高く、容積も大きく、スクー

ル形式のテーブル配置、入口もオープンにし、３密の空間

にならないよう配慮をしているので、ある程度、飛沫感染

に対しての予防は確保されていると思います。今後、空気

の流れを考慮した換気設備が住宅、事務所、工場等に要求

されるようになり、特に３密空間になる飲食店等のデザ

インは大きく変わらざるを得ないと言えます。例えば、雑

居ビルの全ての店舗には外気に通じる中庭を設けて、中

庭に面する大きな窓から換気を促し、ヨーロッパのカフ

ェのようなイメージの店を作るとか、カラオケを歌う時

は、焼肉屋の無煙ロースターのように、飛沫をすぐ吸引す

るような設備のあるステージで歌うとか、用途によって

様々な工夫をこらした店が出てくるでしょう。しかし何

より重要なのは、お店にぱっと入った時に、そのコンセプ

トが分かり安心感が得られる店作りが大切ではないでし

ょうか。これで、会長挨拶とさせていただきます。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫出席副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 93.33％ 

出 出席義務者 28 欠 

席 

者 

出席義務者 5 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 42 欠席者計 9 

●ニコニコボックス報告（金井 和治副委員長） 

大野君・前田君をお迎えして！ 

中島パスト会長卓話宜しくお願いします。 

                 原田 好展 君 

大野さん・前田さん入会おめでとうございます。 

                 柴田 和宏 君 

宜しくお願い致します。 

                 大野 和宏 君 

宜しくお願い致します。 

                 前田 幹太 君 

今年も元気で。 

                 山田 幹雄 君 
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面白くもない卓話をさせていただきます。 

                 中島 俊朗 君 

社会奉仕委員会・中島委員長よろしく。 

                 石川 良治 君 

中島先生、卓話楽しみにしています。 

                 波多野 真 君 

大野君・前田君入会おめでとうございます。 

                 稲熊 正徳 君 

2名の新会員を迎える喜びで。 

                 稲吉 將秀 君 

 

 

 

今日も元気で！   

太田 哲郎 君 三治  明 君 高山 光雄 君 

中林 正人 君 武田 英昭 君 金井 和治 君 

竹尾  悟 君 内海 辰巳 君 照井 通夫 君 

山北 秀和 君 井上 政秋 君 安川 正勝 君 

國田武二郎 君 北園 守生 君 田邊 雅彦 君 

杉本 敦永 君 阿萬 裕子 様 田中 秀典 君 

入谷 宏典 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君 

早川 正倫 君 近藤 和彦 君 伊東 由之 君 

真城 壮司 君 梅本 昌裕 君 暮沼勇二郎 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  37名  62,000円  

本年度の協力累計      213,000円  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

氏名 大野 和宏 

生年月日 昭和46年6月22日 

推薦者 原田 好展 

勤務地 名古屋市中村区宮塚町157 

自宅 稲沢市井之口町大宮浦5611-20 

事業所名 有限会社オーエス電機 代表取締役 

職業分類 電機工事請負 

氏名 前田 幹太 

生年月日 昭和53年5月15日 

推薦者 原田 好展 

勤務地 
名古屋市昭和区北山町1-36  

前田ビル1階 

自宅 愛知県みよし市福田町池田221 

事業所名 株式会社 前田工務店 工務部 部長 

職業分類 総合建設業 
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社会奉仕委員長 中島 俊朗君 

「認知症」 

 

 

長生きの時代になり、心身共に元気で健全な状態であり

続けたいという願いは、ほとんどの人々の共有する気持

ちでしょう。 

加齢とともに身体の衰えや不具合は比較的わかりやすい

ですが、心についてはどのようでしょうか。今回はこの

観点で「認知症」をテーマにあげ、自身の経験、体験を

契機に少し調べさせていただいた内容についてお話しさ

せていただきます。 

 「認知症」とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んで

しまったり、働きが悪くなったりしたためにさまざまな

障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のこ

とを指します。 

認知症は病名ではなく、まだ病名が決まっていない“症

候群”です。 

 認知症は現在原因疾患等で主に４つに大きく分けてと

らえられています。神経細胞変性に起因するアルツハイ

マー型認知症とレビー小体認知症。 脳の血管障害で起

こる脳血管性認知症、原因はよくわからないが頭の前頭

葉と側頭葉の萎縮によっておこる前頭側頭型認知症で

す。アルツハイマー型認知症が最も多く６割程度で、次

に脳血管性認知症、レビー小体認知症です。現れる症状

はそれぞれで特徴があるようです。 

認知症の症状は中核症状とBPSD（行動・心理症状）に

分けられて扱われていることが多いです。理解を深め対

応に考慮する必要があるのがBPSD です。これは周辺

症状とも言われ妄想、徘徊、暴言、暴行、感情失禁、昼

夜の逆転、介護への抵抗等様々です。周囲の対応と置か

れた環境で進行に影響があることがわかっています。 

認知症の治癒は困難な状態であり、症状等でなるべく早

期に発見し対応することが望ましとされ、軽度認知障害

（MCI ）に注目し取り組むことの意味が大きいです。 

そのための１つのアプローチとして早期発見のスクリー

ニング評価があり、長谷川式簡易知能評価スケールが我

が国では広く使用されています。 

予防法としては生活習慣の見直し、歩行等の運動、社会的

交流、前向きな意欲などの有効性が確認されつつあるよ

うです。 

 

周囲は認知症の人に対して「認知症になると何もわから

なくなる」「徘徊や妄想、興奮など不可解な行動を起こ

す面倒な人」などと決めつけてしまいがちです。しかし

実際は何もわからなくなるわけではなく、感情があり、

自らの変化にとまどい、不安を感じています。 

誰もが成るかもしれない認知症について理解を深めるこ

とは、長生きの時代をできる限りすこやかに生きる上で

有益と思われます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


