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河原洋紀氏『尽し賞』を受賞
第 61 回全国盲人福祉大会で
6 月 11 日（水）に東京都渋谷区東京体育館において開催され
た第 61 回全国盲人福祉大会において、CTF 松阪会員の河原洋紀
氏が、社会福祉法人日本盲人会連合笹川吉彦氏から『尽し賞』を
受賞し表彰されました。
河原氏は、30 歳代に網膜色素変性症という難病のため全盲と
なられましたが、他の難病患者や障害者の方々の支えとなる活動
に積極的に取り組まれ、NPO 法人三重難病連会長、日本網膜色
素変性症協会三重支部会長、松阪市視覚障害者協会会長をはじめ
数多くの要職に就いておられます。また、NPO 法人 CTF 松阪の
理事としても活躍されております。
今回受賞された『尽し賞』は、文字どおり視覚障害者の自立・
福祉の増進に尽力されたことが全国的に認められたもので、とも
に喜びたいことです。

（写真は、喜びの河原洋紀氏）

よいほのもり

高齢者講習
今月の誕生日で運転免許証の更新になる。運転免許更新のお知らせに、高齢者講習を
受けないと免許の更新が出来ないと書かれていたのでＭ自動車学校に予約を取ってその高齢者講習なるものを
受けに行った。
受付を済ませ、他のご高齢者と一緒に実技と運転適性検査を受けることになる。
実技はすべて前進のみ(Ｓ字前進は有り)でバックは無かった。普段いくら軽四輪ばかり乗っていると言ってもさす
がに脱輪させるつわものはいなかった。(普段は殆ど軽四愛好者)
視力検査は静止視力だけでなく動体視力と明暗回復速度の検査が有った。動体視力はお分かりでしょうが、明
暗回復速度なるものは何ぞやと問われる諸兄にお答えします。明るい光源を３０秒間注視して暗転してから視力
検査の丸の切れ目が上下左右のいずれかが見えてくるまでの時間を計ります。小生５６秒で普通だそうです。これ
は明るい道路から急に暗いトンネルに入った時など物が見えてくるまでの時間を想定したもののようですが今のト
ンネルは出入り口付近の照明を明るくして５６秒間も物が見えなくなる心配は有りません。後の適性検査はゲーム
感覚の面白いものでした。皆様安全運転に心掛けましょうね。
以上高齢者運転免許講習会の報告でした。

参宮道

今月号は文字数が多いので、第１ページと第２ページ、第４ページにＳＰコードを２個ずつ付
けてあります。第１ページと第２ページ、第４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

Ⅳ

情報は HTTP かメールで送信
保存情報を狙うスパイウエアの多くはレジストリの情報を盗み出します。
レジストリ情報を盗み出す「Trojan.Hachilem（トロジャン・ハチレム）」は特定のアダルト・サイト
用に開発されたスパイウエアで「18 歳以上」といったボタンをクリックするとユーザーのパソコンに実
行ファイルとして送り込まれます。このファイルをユーザー側のパソコンで実行してしまうと Hachilem
が起動しパソコンに登録してあるコンピュータ名とユーザー名、ユーザーのメール・アドレスを収集しま
す。Hachilem が盗み出すのはレジストリの決まった位置にある情報だけです。例えば Outlook Express
のメール・アドレスは、レジストリの中の「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Account Manager\Accounts」という場所に必ずあるのでそこにアクセスしてデータを取得するわけ
です。
同時に Hachilem はレジストリの情報も書き換えます。レジストリには Windows 起動時に実行させ
るソフトの情報も書き込まれていますので、そこに自分自身の実行ファイル名を書き込んで Windows
を起動したときにいつも実行するようにしておくのです。
Hachilem は Web アクセス用の HTTP を使って取得したメール・アドレスをアダルト・サイトに送信
します。Hachilem に限らずスパイウエアの多くは情報送信に HTTP かメール送信用の SMTP を使いま
す。ルーターやファイアウォールでプロトコルを制限していても HTTP や SMTP はほぼ間違いなく通る
からです。
Hachilem から情報を受け取ったアダルト・サイト運営者は個人情報を取得したことをちらつかせなが
ら振り込みを迫るメールを定期的に送信するのです。
Hachilem が盗む情報はメール・アドレス止まりです。住所や電話番号など実際に盗み出していない情
報を「入手した」と偽って脅すこともあるようですが、その言葉を信用する必要はありません。
つづく

障害者対象夏季パソコン講座のご案内
CTF 松阪では今年も夏季パソコン講座を開催します。日程は次の 3 コースで、会場は松阪市障害者
福祉センター（松阪市殿町）、時間は各日とも午前 9 時 30 分から 12 時までです。
8 月コース

（4 日、11 日、18 日、25 日）

作って楽しむパソコン講座

9 月コース

（1 日、8 日、22 日）

ワーク会員スキルアップ講座

（6 日、20 日、27 日）

作って楽しむパソコン講座

10 月コース

各講座の詳細については現在検討中です。
受講を希望される方は、7 月中に募集を開始しますので申し込んでください。
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【６月】の活動報告

【７月】の活動予定

障害者対象個人向けパソコン講座

障害者対象個人向けパソコン講座
１日、８日、１５日、２２日

（３日、１０日、１７日、２４日）

各９：３０～１１：３０

障害者宅訪問 IT サポート

松阪市障害者福祉センターにて

（４日、１８日、２８日）

七夕祭りでＩＴ支援
松阪七夕まつりは、８月２日に大橋から魚町橋にか
けての阪内川河畔で開催されます。
ＣＴＦ松阪では今年もこの地域行事に参加して、デジ
カメ写真の撮影・プリントなどＩＴ分野で支援します。
暑い夏、夕涼みを兼ねてお出かけください、そしてＣ
ＴＦのブースでお手伝いもよろしくお願いします。

今月の雑学データ （７月）
古名

文月

語源

英名

July

語源

二十四節気

小暑（7日）

7 月 7 日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風にさらす風習がある
からというのが定説。
ほかに、稲の穂が含む月であることから「含み月」「穂含み月」の意
との説もある。
ユリウス暦を作った政治家、ユリウス・カエサルにちなむ。
カエサルは、紀元前 45 年にユリウス暦を採用するのと同時に、7 月
の名称を自分の家門名にしたといわれている。
梅雨明けが近く、本格的な暑さがはじまるころ。

大暑（22日）

最も暑いころという意味であるが、本当に暑いのはもう少し先か。

誕生石

ルビー

石言葉

「情熱」「威厳」

誕生月花

ユリ

花言葉

「純潔」「威厳」「無垢」「飾らぬ美」

トルコ桔梗

花言葉

「希望」「警戒する」

星座

蟹座（～22 日）、しし座（23 日～）

主な年中行事

七夕（7日）、松阪祇園祭り（12日、13日）、土用（19日～8月6日）、
土用の丑（24日、8月5日）

-3-

ＣＴＦ通信 第 64 号

第 4 ページ

先月号に引き続き、
O.I 様からショートステイ体験記をご投稿いただきました。

リレー随筆ナンバー62

施設の様子がよくわかります。

はじめてのショートステイ （２）
O.I
○月○日（木曜日）晴れ
午後２時、１週間分の着替えと、洗面用具、ノートパソコンを携えて、妹の車で家を出る。３０分ほ
どで目的のケアハウスに到着する。
受付で入所手続きを済ませて２階の部屋へと案内される。２１０号室。すでに主の名前が表示されて
いる。
ドアを開けると正面に窓、８畳ほどのスペースにベッドと収納箪笥、洗面所があるだけの簡素な部屋
である。南向きのため暑くてたまらない。窓を開けようとしたが１０センチほどしか開かない。よく見
るとロックされている。
転落防止のための処置なんだそうだが、窓が開かないのはなんとも息苦しいので施設長にお願いして
特別にロックをはずしてもらう。これで少し開放感が味わえるようになった。
午後５時、夕食のアナウンスが流れる。食堂へ行って驚いた。４人掛けのテーブルについている人た
ちを見て我が目を疑った。なんとも場違いの所へ迷い込んだ感じ。恐るおそる隅の空いている席に座る。
会話もなく、皆黙々と食べているだけ。全く活気が感じられないのである。こんなところでこれから１
週間辛抱できるのだろうかと心細くなってくる。
食後の会話を聞いていると、皆さん常連で、土・日に帰って、月～金とステイ、猛者になると２施設
を行ったり来たりと、これまたうまく利用していらっしゃるらしい。介護施設だと順番待ちでなかなか
入れないが、ここだと短期勝負なのですぐに入れる。また施設のほうもそれでうまく回っていくように
なっているらしい。ここでも官民協力してうまくやってらっしゃるようだ。
午後６時、部屋に戻るも何もすることがない。窓を開けてぼんやりと町の明かりを眺めていると、や
たら家が恋しくなる。
午後８時、消灯、床に就くも目がさえて眠れそうもない。
つづく

編集後記

ＣTF 通信第６４号
障害者対象個人向けパソコン講

2008 年（平成 20 年）７月発行

座、参加者が増え、この日を楽しみに待っている

発行者 IT を活用した障害者支援 NPO 法人

という声も聞かれ、嬉しい思いです。これからも、

CTF 松阪

パソコンを楽しめるようお互いに刺激しあってい

発行責任者 川

きましょう。

住 所

口

保

〒515-0081

松阪市本町 2181-1
電 話

0598-21-7268

U R L http://ctf.dip.jp/
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