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CTF の支援活動状況を発表
コミュニケーション支援研修会で
11 月 29 日（土）三重県松阪庁舎 6 階大会議室において、
三重県難病医療連絡協議会主催の平成 20 年度難病研修会が
開催されました。
CTF 松阪からは川口会長はじめ 4 名が出席し、昨年度か
ら実施している ALS（筋委縮性側索硬化症）患者を始めとす
る重症神経難病患者さんを対象としたコミュニケーション機
器操作在宅指導の状況について発表しました。
発表は、CTF 松阪の活動実績数値の報告にとどまることな
く、レッツチャットや伝の心はじめ各種コミュニケーション
機器の紹介と、患者さんの残存機能に適した機器の選択から
始まる在宅サポートの実際などを、豊富な経験にもとづき発
表を行い、コミュニケーション支援の重要性を出席者の皆様
と共有することができました。
（写真は発表する川口会長）

よいほのもり

四 五 百 森 の秋
ここ数年気が付いたのですが、秋になると殿中前の本居宣長の宮の森から栗の実が
落ちてくるのです。
今年は朝９時過ぎに通ると森の側の通路一杯に栗のイガが、たくさん落ちて、人が靴でイガを踏み潰して実
だけをを取り出して持って行ってしまうようなひどい状態をみかけるようになりました。初めは自然に落ちた物と
思っていましたがこれは夜遅く誰かが棒でたたき落として、実を取り出して集めていった物と分かりました。
道路までイガが飛び散り汚いのには悲しい思いがします。
でもご近所の方々が手を掛けてお掃除などしてくださるらしくきれいになっている時も多々あります。ご近所や
通行人の迷惑をかんがえずに実を盗むような事はやめて欲しいと願っています。
（JR2EJT）
今月号は文字数が多いので、第 1 ページと第 3 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 3 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Ｓ
Ｐ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

Ⅸ

アクセス先を収集するトラッキング Cookie
どこまでをスパイウエアに含めるかが問題になるのはアドウエアだけではなくて、トラッキング
Cookie もスパイウエアに含めるかどうかが微妙です。なぜならトラッキング Cookie それ自体はソフト
ではなく単なるデータだからです。
トラッキング Cookie は Web サイトが発行してパソコンに送ってくる Cookie の一種で、ユーザーの
Web アクセス履歴を収集するためのものです。Web ページに埋め込まれたバナー広告の発行元がユーザ
ーの Web アクセス履歴を調べるのに使います。Cookie が直接集めるのは Web アクセスの履歴だけで
す。しかしトラッキング Cookie は「サード・パーティの Cookie」というしくみを使ってユーザーのア
クセス履歴を追跡します。
たとえば、ユーザーがバナー広告の発行元である X 社のバナー広告がはめ込まれている A 社の Web
サイトにアクセスした場合、A 社の Web サーバーだけでなくバナー広告を受け取るために X 社の Web
サーバーにもアクセスすることになります。
あらかじめ X 社は A 社の Web ページに置かれるバナー広告の URL に「A 社からのアクセス」とわか
る情報を書き足しておき、ユーザーが A 社の Web ページにアクセスすると X 社には URL と共にバナー
広告の要求が送られます。そこで X 社はユーザーに Cookie を発行しバナー広告と共に送り返します。A
社にアクセスしたのに X 社から送られてくるのでサード・パーティの Cookie と呼ばれているのです。
X 社が発行したトラッキング Cookie にはユーザー識別用の ID 情報が含まれているので X 社はトラッ
キング Cookie の発行と同時にユーザー管理用データベースに ID と「A 社にアクセスした」という情報
を書き込みます。
続いてユーザーが X 社のバナー広告が置かれている B 社の Web ページにアクセスするとユーザーの
Web ブラウザは、バナー広告のリクエストと一緒に X 社から受け取って保存していたトラッキング
Cookie を送信します。トラッキング Cookie を受け取った X 社はその中の ID を見てデータベースで管
理しているその ID の履歴に「B 社にアクセスした」という情報を追加します。このようにして X 社のバ
ナー広告が埋め込まれたサイトにアクセスするたびにユーザーがアクセスしたサイトの情報が X 社に蓄
積されていくのです。
つづく
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【１１月】の活動報告

【１２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
２日、９日、１６日

（４日、１１日、１８日、２５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
（１２日、２０日）

CTF 松阪の活動 この１年

（2007 年 12 月から 2008 年 11 月までの 1 年間の実績）

◇ 障害者の方のための夏季パソコン講座開催

3 コース 10 日間

受講者延 33 名

◇ 障害者対象個人向けパソコン講座開催

42 回

受講者延 305 名

◇ ワーク会員スキルアップ研修会開催

33 回

受講者延 60 名

◇ 障害者宅訪問 IT サポート実施

33 回

◇ 障害者団体等 IT 支援実施

1回

◇ IT 関連事業受託（意思伝達装置使用サポート、ホームページ編集ほか）
◇ 会報（CTF 通信）発行

3件

12 回

今月の雑学データ （１２月）
古名

師走

語源

英名

December

語源

国民の祝日

天皇誕生日（23日）

家々で僧侶（師）を迎えて読経などの仏事を行うため、師が馳
せまわった『師馳せ（シハセ）』月という説があるが、万葉集に
は、十二月と書いて『シハス』と読む歌があり、歴史的にはこち
らのほうが正解かも。
「10 番目の月」の意味。
実際の月の番号とずれているのは、紀元前 46 年まで使われて
いたローマ暦が 3 月起算で、（そのため年末の 2 月は日数が少
ない）3 月から数えて 10 番目という意味である。
天皇の誕生日を祝う。

二十四節気

大雪（7日）

日本海側や北国では本格的な雪が降りだす候。

冬至（21日）

冬の中間点で、北半球では昼が最も短く夜が最も長い１日

誕生石

トルコ石

石言葉

「成功」

誕生月花

水仙

花言葉

「うぬぼれ」「自己愛」「エゴイズム」

カトレア

花言葉

「優雅な女性」「魔力」「成熟した魅力」

星座

射手座（～21 日）、山羊座（22 日～）

主な
年中行事

障害者週間（3日～）、針供養（8日）、クリスマス（25日）、
年越し（31日）
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CTF 通信第 68 号（11 月発行）に引き続き、O.I 様からご投稿いただいたシ

リレー随筆ナンバー67

ョートステイ体験記を掲載します。

はじめてのショートステイ（５）
Ｏ．Ｉ
○月○日（日曜日）雨のち曇り
今朝はお腹が張っていてあまり食欲がない。それもそのはず、ここへ来てからまだ一度も便通がないのだ。無
理やり朝食を流し込んで強制排泄の手続きをする。
待つこと数時間、ようやく催してきたのでトイレへ。トイレは各階に普通トイレ、右利き、左利き障害者用の３箇
所がある。
迷わず左利き用に飛び込む。数分間の精神統一が功を奏してスカッとする。昔々の若かりし頃、アルプスの
這松の中から首だけ出して壮大な景色を眼下に雉撃ちをしたときのあの爽快な気分がよみがえる。が感傷に浸
っている暇などない。
最大の問題は如何にしてここから脱出するかなのである。便器の高さが 5cm ほど低い上、左右の支えの位置
も悪い。
いろいろ知恵を絞って挑戦するもついに力尽き、呼び鈴を押す。待つことしばし、こともあろうに施設長が飛ん
できた。
何とか引っ張りあげようとするが尻をまくっているのでなかなかうまくいかない。仕方がないのでぴったりと抱き
合って持ち上げてもらうことにする。ここは特権とばかりぶら下がっていると両足を踏ん張って必死に引っ張りあ
げてくれる。その甲斐あってようやくに脱出することができた。
午後は気分爽快でうつらうつらしていると、食堂でカラオケをやるから集まってくださいとのアナウンス。特別に
おやつも出ますとの事。甘い歌声に誘われて食堂に行くと例の女性の独り舞台である。
彼女にご指名されてデュエットすることになる。カラオケなどやったこともないので、やけくそで彼女の肩につ
かまって「心のそこからしびれるような～」と始めたのだが・・・なんともこれがいいムード。でも、今夜はもう彼女は
いないのだ。
つづく

ＣTF 通信第６９号

編集後記
もう１２月。

2008 年（平成 20 年）１２月発行

１年の締めくくりの月、大掃除、
新年を迎える準備と忙しくなりますね。無理せず

発行者 IT を活用した障害者支援 NPO 法人

CTF 松阪

に、ボチボチしてくださいね。

発行責任者 川

新しい年を気持ちよく迎えましょう。

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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