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NPO 法人 CTF 松阪

平成 20 年度通常総会開催について（ご案内）
CTF 松阪 会長

川

口

保

美

NPO 法人 CTF 松阪の平成 20 年度通常総会を下記のとおり開催いたします。
正会員の皆様方には、ご多用中のところ恐れ入りますが、何卒ご出席くださいますようご案内申し上げます。
記
１．日

時 平成 20 年 5 月 25 日（日）11 時から 12 時まで（予定）

２．場

所 まどゐのやかた見庵（松阪市魚町 1643 番地、 本居宣長旧宅跡向い）

３．審議事項
（１）平成 19 年度事業報告の件
（２）平成 19 年度収支決算の件
（３）平成 20 年度事業計画の件
（４）平成 20 年度収支予算の件
４．その他
（１）出欠につきましては、同封の「出欠連絡票」（ハガキ）にて、5 月 15 日までに届くようにお返事くだ
さい。なお、欠席の方は、委任状部分に必要事項をご記入ください。
（２）駐車場は、魚町マックスバリュー跡にある牛銀様の第二駐車場をご利用ください。
（３）総会終了後ごゆっくり懇談していただけるよう、お弁当をご用意いたします。
以上
よいほのもり

愛

郷

無

限

炭焼き窯完成とほたるの養殖を始めてから３年、「ほたるの里」作りも順調に進んでいます。
４月１９日にどうにか雨が凌げる程度ですが休憩所兼作業所も完成しました。
その休憩所兼作業所に川口会長の友人に書いてもらった「ほたる窯」の看板をやっと掲げることが出来ました。地
元では看板倒れと言われるほど立派なもの。
これから盆にかけて、久し振りに帰郷する同級生、団塊世代といわれる先輩とバーベキューを楽しもうと思う。
いつもながら定年というゴールを間じかに迎えた同級生、先輩もなぜか疲れている。ほたるの里が癒しの場となれ
ば嬉しい。
私達が小学校 1 年から 4 年まで学んだ粥見小学校旧分校も近々取り壊しになる。残念ながらまた１つ私達の故郷
が消えていってしまう。
しかし、故郷を活性化させるのが私達の役目。「ほたるの里」の周辺及び川沿い約３００坪に２年がかりで「つつじ」
［きりしま］［さつき］を植える事を計画中です。特に「つつじ」は品種によって開花の時期がそれぞれ違うため１〜２ヶ
月は楽しめるとの事で「つつじ」を中心に植える予定。

（以下次ページへつづく）

今月号は文字数が多いので、各ページにＳＰコードを２個ずつ付けてあります。各ページで
は、先に左下のＳＰコードを、次に右下のＳＰコードを読んでください。
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恐怖のスパイウエアとは

Ⅱ

スパイウエアの範囲は意外とあいまい
スパイウエアが情報を盗むソフトであることははっきりしていますがスパイウエアの範囲は意外と
あいまいなのです。その理由は二つあります。
一つは「情報を盗む」という行為自体があいまいなこと。スパイウエアはパソコンの中で情報を集め
てそれを外部に送ります。しかしスパイウエアと呼ばれないソフトの中にも同じようにパソコン内部の
情報を外部に送るものがあるからです。例えば Windows ユーザーならおなじみの Windows Update
（アップデート）はパソコン内から情報を取得して送信します。しかしどんな情報をどんな目的で送る
かをユーザーに明示しているためスパイウエアとは呼ばれません。
ではユーザーに断ってあればよいのかというとそうともいえない。スパイウエアの中には情報を送る
ことを目立たないように表示してユーザーに了承を求めるものもあります。形式的に表示してもその表
示を見落としてインストールしたユーザーにとってそのソフトはスパイウエアといえます。
もう一つの問題は、善意で開発されたソフトがスパイウエアとして使われることがあるということで
す。例えば、Windows に標準で付いてくる遠隔操作ソフト「リモート・デスクトップ」で情報が盗ま
れる場合です。こうなるとソフトに着目してもスパイウエアかどうかは判別できません。
結局スパイウエアかそうでないかの判断は、そのソフトをユーザーがどう受け取るかで決めるしかな
いのです。
そこでスパイウエアを「ユーザーの意図に反して個人情報を送信するソフト」と位置付けるケースが
多いようです。
ユーザーが意識して承知したうえで情報を送信するソフトはスパイウエアに含めませんが、スパイウ
エアの判定に統一した基準はなく、ベンダーによっては情報を送信しない「迷惑なソフト」までスパイ
ウエアに含めているところもあります。
つづく
（前ページ四五百の森のつづき）

私達子供の頃は、付近一帯に田園風景が広がり、蝶々が舞い、頻繁に蜂等の飛びかう姿がみられたが、今はほ
とんどと言ってよいほど見られない。「つつじ」に群がる蝶々・蜜蜂を連想すると楽しい。最近どこの地域でも猿・鹿・
猪の被害で困っている。御多分に漏れず私達の地域でも野菜は全くといってよいほど取らせてくれない。猿・鹿の
親子連れに良く出くわすが、なぜかほほえましく感じる。複雑な気分。
私達の田舎も完全に、しかも着実に自然が崩壊している。何とかしなければとの気持ちだけで何も出来ない自分
が悔しい。

感謝の丘「ほたる窯」
正会員の皆様へお願い
☆会費納入について
平成 20 年度会費を、同封の振込用紙にて、郵便局の窓口で振り込んで
ください。金額は 1,000 円です。（振込手数料は CTF にて負担します）
5 月 25 日の総会にご出席の方は、そのときご持参ください。
☆総会出欠連絡・委任状について
5 月 25 日開催の CTF 松阪平成 20 年度通常総会（ご案内は 1 面に記
載）への出欠を、同封のハガキにてお知らせください。なお、ご欠席の場
合は、委任状部分に必要事項をご記入ください。
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第 25 回理事会開催
4 月 12 日（土）松阪市障害者福祉センター（松阪市殿町）において、理事
8 名が出席し、第 25 回理事会を開催しました。内容は次のとおりです。
１．最近の活動状況の報告
２．今後の活動計画その他の審議（以下の事項を決定しました）
☆障害者対象個人向けパソコン講座（定例）の開催について
☆障害者対象夏季パソコン講座の開催について
☆平成 20 年度通常総会の提出議案を決定しました

【５月】の活動予定

【４月】の活動報告
第 25 回理事会

（１２日）

平成 20 年度通常総会
２５日
１１：００〜１２：００
まどゐのやかた見庵（松阪市魚町１６４３）にて

障害者対象個人向けパソコン講座
（８日、１５日、２２日）

障害者対象個人向けパソコン講座

障害者宅訪問 IT サポート

１３日、２０日、２７日
各９：３０〜１１：３０
松阪市障害者福祉センターにて

（９日、２３日）

みえ als の会総会（IT 支援）

（２０日）

今月の雑学データ （５月）
古名

英名
国民の祝日

休日
二十四節気

誕生石
誕生花

皐月

田植えのシーズンなので「早苗月」、そこから「なえ」が省略されたのだ
という説があります。ほかに、「さ」は神に捧げる稲の意で、その稲を
植える時期だから「さつき」という、との説もあります。
May
語源
ローマ神話の春の女神マイア（Maia）の祭りが行われる月というラテン語
のマイウス（Maius）からきているという説があります。
憲法記念日（3 日) 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日（4 日） 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心をはぐくむ。
こどもの日（5 日） こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
振替休日（6 日）
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最
も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。（祝日法）
立夏（5日）
夏の気配が感じられるころ（夏立つ日）。
暦の上では、この日から立秋の前日までが夏。
小満（21日）
陽気がよくなり、すべてのものが次第に伸びて、天地に満ち始めるころ。
エメラルド
石言葉
「幸福」「幸運」
アヤメ
花言葉
「神秘な人」「よい便り」
カーネーション 花言葉
赤色：「熱愛」「情熱」 白色：「愛の拒絶」「傷心」
スズラン
花言葉
「幸福」「純潔」「純愛」
牡丹
花言葉
「壮麗」「恥じらい」「高貴」
星座
おうし座（〜20 日）、双子座（21 日〜）
主な年中行事
メーデー（1日）、八十八夜（1日）、端午の節句（5日）、
母の日（11日）
語源
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今月は、有名コンピュータメーカーを定年退職後 CTF 松阪へ入会され、定例

リレー随筆ナンバー60

のパソコン講座ならびに訪問 IT サポートのほか、地域公民館でのパソコンなんで
も相談など、多方面でご活躍の N.Y 様からご投稿いただきました。

ベトナムへ
N.Y.
４月の初めにベトナムのホーチミン市へ行ってきました。４月は一年で最も暑い時期で、連日３５℃とい
った具合でうだるような暑さでした。
ベトナムは、BRICS と呼ばれる、中国やインドなどの次に大きく成長すると云われています。ホーチミン
市は昔のサイゴンで同国最大の商業都市です。街の中では、車は日本より少ないですが、オートバイ、
特に５０ｃｃの原動機付自転車の数がすごかったですね。それ一台に大人２人、子供２人まで乗って良い
ことになっているので、時々４人乗りを見かけました。
今回の旅行の目的は、６才の孫が日本人小学校へ入学するのを見に行くことでした。今年の新一年
生は３５人。これまでで一番多い入学者数とのこと。日本の企業も４２０社が進出しています。物価は日
本よりはるかに安いですし、一人当たり国内総生産（GDP）も日本よりはるかに小さいですが、これから急
速に成長するでしょう。
娘がストリートチルドレン（路上生活をする貧しい子供たち）に援助をする NPO のお手伝いをしていま
す。その子供たちの中からサイゴン工科大学に合格した優秀な人も出てきたとのことです。貧しさから必
死に這い出して向上したいという意欲・努力の結果でしょう。日本の子供たちにもそういうハングリー精神
を持ってもらえれば良いなあと感じた次第です。

CTF 通信は、バックナンバーも含めて、CTF 松阪のホームページに掲載してあります。
トップページ（http://ctf.dip.jp/）から、会員のページ→会員情報誌 CTF 通信、とたどってください。
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散歩をしていると、いい花の香り、

発行者

ふっと見上げると藤の花。

IT を活用した障害者支援 NPO 法人

CTF 松阪

藤の花は満開がないとか。でも、いい匂いにつ
発行責任者

られるのは人間だけではありません。

川
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保

住 所 〒515-0081

くれぐれも蜂には、ご用心を。

松阪市本町 2181-1
電 話 0598-21-7268
U R L http://ctf.dip.jp/

-4-

美

