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本来ならば 月に﹁公開講座と住宅相談﹂
を開催のところ�まだまだ新型コロナ感染の
心配があります�公開講座は�春に続き今回
も開催しないことといたしました�
本紙﹁ネ�トワ�クたより﹂ 号は�講座
の代わりとして﹁新型コロナ感染について﹂
の記事を特集いたします�お読みいただけれ
ば幸いです�執筆者は甲田建築事務所の甲田
直己さんです�
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検査の徹底や医療
PCR
対策�経済対策の問題は

伝染病の脅威は�古く
る大きな課題でした�表

から私たちの生存に係わ

住宅について大切なこ

政治的な課題です�

多くの死者を出した感染

１は�過去に大流行し�
とは�清潔で安全に保つ

激化と温暖化が背景とな
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いて前回のたより

号

感染症拡大の事情につ

慮の結果とみられていま
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症数は例年より少なか�

ではインフルエンザの発
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ことです�

�ている現在の事態なの
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この他、マラリア、肝炎、チフス、エボラ出血熱、はしかな
どたくさんの感染症があり、正にウィルスや細菌と人類の生
存をかけた戦いが続いています。
注 2 上記の死亡数は、古いものは大まかな目安としてください。
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アメリカメサベルデ巌窟住居群

1

事務局 〒270—1471
千葉県船橋市小室町901—C—19—401
電 話 0120—800—155 FAX 047—460—9039
メール kantokenchikunet@an.wakwak.com

30

住まいのご相談は、
電話、
FAX、
メール、
お手紙でお気軽に

30

3437.3

つくります�
消さ せ � 家 族

やっぱり!木の家がいいね

8

8

20

太陽の熱と日射
第一回
不具 合 さ を 解

間取りのコツ

簀戸（すど）

簾（すだれ）

ゴーヤ

住まいの中のパッシブデザインのすすめ
マンション改修

１０月２５日
２０２０年（令和２年）

ネットワークたより
第６６号

