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NPO 法人 CTF 松阪

平成 21 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 21 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 21 年 5 月 16 日（土）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 20 年度事業報告の件
（２）平成 20 年度収支決算の件
（３）平成 21 年度事業計画の件
（４）平成 21 年度収支予算の件
（５）役員改選の件
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 6 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

幸か不幸か春休みを二人の孫たちと一緒に暮らすことになった。
母親が病院に看病に行っている間、安全にお守りをする大役をおおせつかったので
ある。今までは来るなり「つまんないな〜東京に帰ろうよ！」と言う孫たちである。
喜びそうなゲームを揃えて待機していたが、案の定１時間もすると「つまんないな〜・・・」が始まった。
そこで６０年ほど昔を思い出して、母親がいないのを幸いに孫たちを近鉄のガード下に連れ出した。１
メートルほど頭上を轟音を立てて通り過ぎる電車を真下から見上げるのである。始めはビビッテいた孫た
ちもだんだんと度胸がついてきて電車が見えてくるとガード下に飛び込んではその迫力を楽しむようにな
った。よせばいいのにそこで「爺ちゃんの子供の頃は枕木にぶら下がって度胸試しをしたんだぞ！」など
と自慢話をすると、孫たちもぶら下がるという。
「なんとも頼もしい孫たちだわい」と爺馬鹿ぶりを発揮し
て気分爽快で帰ってきたのだが・・・、病院から帰った母親にこってり油を絞られる羽目になったのだっ
た。それにしても今も昔も子供の本質は変わっていない、子供たちを取り巻く環境が変わったんだと確信
0.1

した一日だった。

今月号は文字数が多いので、第 1 ページと第 2 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
スパイウエア対策は一筋縄ではいかない

14

−4−

４、ファイアウォールは最後のとりで
オンライン・バンキングの口座番号などを狙う悪質なスパイウエアは、対策ツールで検出できない
ことを確認しながら開発されることが多いので、対策ツールが新たなスパイウエアに対処できるよう
にアップデートされるのはユーザーが被害に気付いて対策ベンダーに連絡した後になる。
このようなときにスパイウエアの情報の送信を止める手段となるのがパーソナル・ファイアウォー
ルです。パーソナル・ファイアウォールは一般的に、パソコンで実行しているアプリケーションを監
視して、未登録のアプリケーションからの情報送信を遮断する機能を備えています。スパイウエアが
勝手に情報を送信できなくなるのです。スパイウエアの多くは通信するときに Internet Explorer
や Outlook Express の機能を利用していますので、ほとんどのファイアウォールはこのような機能
の呼び出しも監視していて勝手に通信させないようにするのです。
スパイウエアが通信しようとするとパーソナル・ファイアウォールは未登録のアプリケーションが
データを送ろうとしていることを警告する画面をパソコン上に表示します。ここでユーザーが送信を
許可しなければスパイウエアは通信できないわけです。
ただし Windows に付属している Windows ファイアウォールは、パソコン内のソフトが情報を
送信するのを止める機能はありませんのでスパイウエア対策としては市販のパーソナル・ファイアウ
ォールを入れておく必要があります。
パーソナル・ファイアウォールは最後のとりでとして有効な手段ですが、それに頼り切るのもよく
ありません。スパイウエアの中にはパーソナル・ファイアウォールの機能を止めようと試みるものも
あり、ほかの対策と同様、スパイウエア対策として完璧なものはないのが現状なのです。
完

正会員の皆様へお願い
☆会費納入について
平成 21 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 16 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 16 日開催の CTF 松阪平成 21 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 28 回理事会開催
4 月 11 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
7 名が出席し、第 28 回理事会を開催しました。内容は次のとおりです。
イラスト
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 21 年度通常総会の提出議案を決定しました

【4 月】の活動報告

お願い

【5 月】の活動予定

第 28 回理事会

平成 21 年度通常総会

（11 日）

16 日

障害者対象個人向けパソコン講座

11:00〜12:00

まどゐのやかた見庵（松阪市魚町 1643）にて

（7 日、14 日、21 日、28 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

12 日、19 日、26 日
（19 日、23 日）

各 9:30〜11:30
松阪市障害者福祉センターにて

松阪れきしかいどう

和歌山街道（1） 松阪城下から小片野町まで
和歌山街道は、南北朝時代には吉野と伊勢を結ぶ道として、また
江戸時代には紀州藩の本城と領地松阪城を結ぶ道、伊勢参宮や熊野
詣、吉野詣の巡礼道として栄えた。松阪牛が歩いてきた道でもある。
ルートは、日野町で伊勢街道から分岐し、黒田町で熊野街道を分
岐し、小片野町、飯南町横野、飯南町粥見、飯高町宮前を通り飯高
町波瀬から高見峠を越え、奈良県を経て和歌山県へいたる、三重県
側では現在の国道 166 号線とほぼ同じルートである。このうち小
片野町から飯南町横野の間は、伊勢本街道と重複している。
街道の起点から約 8km 西方の大河内町には、1569 年織田信長
5 万の軍勢を迎えて戦った北畠氏の大河内城の跡があり、松阪市の
文化財に指定されている。
（写真は大河内城跡への道）

次号につづく
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今月は、昨年ヘルパーの資格を取られて介護施設でご活躍の E.M 様から、心和

リレー随筆ナンバー72

む日常的な様子のご投稿をいただきましたので掲載します。

月へ行く老人
Ｅ．Ｍ

今年から介護施設で働き始めたお仕事、新米ヘルパーとしては色々
ありますが、利用者さんたちの穏やかな笑顔や楽しいお話に癒される
ことも多いです。
この前も９０歳近い男性の方が帰り際にお国訛りで「あんたとも今
日で今生の別れじゃのう。わしは明日、月へ行かんならんで。月で働
くことになったんじゃ。今から家へ帰って、ばあさんとひと悶着せん
ならん。あん人は連れてけんでな。」……楽しい話でしょう……でも後
でお年寄りだし、何かの暗示なのかって少し心配したのですが、次の
利用日、何時ものように元気にいらっしゃいました。
「あれ？月へ行かれなかったんですか？」って聞くと、
「それが月か
ら迎えが来んのじゃが」……癒されております。

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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大空高く泳ぐ鯉のぼり、泳ぐ姿を

発行者

IT を活用した障害者支援 NPO 法人

みると、なんだかほっとするのは私

CTF 松阪

だけでしょうか。

発行責任者

今月は、ＣＴＦの総会が開催されます。皆様と

川

口

保

住 所 〒515-0081

会えるのを楽しみにしています。

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