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NPO 法人 CTF 松阪

平成 2４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 2４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あげます。
記
１．日

時

平成 24 年 5 月 19 日（土）11 時から 12 時まで

２．場

所

まどゐのやかた見庵（松阪市魚町 1643 番地 本居宣長旧宅跡向かい）

３．審議事項
（１）平成 23 年度事業報告の件
（２）平成 23 年度収支決算の件
（３）平成 24 年度事業計画の件
（４）平成 24 年度活動予算の件
（５）定款変更の件
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 12 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と懇談していただけるよう、お弁当を用意いたします。
以上

よいほのもり

今年の桜は遅咲きでしたがもうすぐ楽しいゴールデンウィークがやってきます。
この「ゴールデンウィーク(Golden week)」という名前の由来は、この時期に興行成
績のよかった映画会社の大映が 1951 年以降使い出したといわれ他の業界にも広まり定着したようです。
連休を利用してもっと多くの人に映画を観てもらおう、ということで始めたキャンペーンだそうですが、
最近はネットで事足りるためＴＶも映画もあまり見なくなりました。なお、NHK や新聞など大概のマ
スコミでは特定業界の宣伝にならないよう「大型連休」と呼称統一しているようです。
以前は「飛び石連休」という言い方をされていたこともありましたね。今年は 2 日ほど有給休暇を取
れば、最大で 9 日も連休が続くようです。
ちなみに銀行や工場などではこの連休を利用してシステムや設備の点検・入れ替え工事などを行って
います。ということで今年の連休もほとんど連休じゃないことになっていま
す。がっくり・・・。

ＵＰ

今月号は文字数が多いので、第 1 ページと第 4 ページに SP コードを 2 個付けてあります。第 1
ページと第 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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セキュリティ入門

1

なぜ Windows はウイルスに感染するのか？
Windows OS のセキュリティ・ホールとウイルスに関する話題は、Windows ユーザーにとって関心の
高いものの 1 つだろう。以前は電子メールの添付ファイルを開かなければ感染しないウイルスばかり
だったが、最近は Windows OS に潜むセキュリティ・ホールを巧みに利用し、Web ページを見ただけ
で感染したり、ネットワークに接続するだけで感染したりするウイルスが増えてきました。
このような非常事態に米 Microsoft は、Bill Gates 会長が自ら陣頭指揮をとってセキュリティ対
策に当たっているそうですが、現状では修正プログラム（セキュリティ・パッチ）が毎月数件リリー
スされているのに、新しいセキュリティ・ホールの発覚が後を絶たず、新種のウイルスが次々と登場
しています。
こうしたウイルスへの「基本的な対策」としては、（a）アンチウイルス・ソフトをインストール
すること、（b）Windows のセキュリティ・パッチをタイムリに欠かさず適用すること、（c）不審な
メールの添付ファイルは絶対に開かないことである。
しかし、ウイルスは一体どうやって Windows に感染するのか。例えば、マイクロソフトが発信する
セキュリティ情報（「MS0x-xxx」といった識別コードが付いたセキュリティ・ホールに関する情報）
には、ウイルスの攻撃手法の 1 つとして「バッファ・オーバーラン」（バッファ・オーバーフローと
も呼ばれる）という言葉がたびたび登場する。Windows に潜むセキュリティ・ホールの代表的なタイ
プだ。
ウイルスがホームページの閲覧やメールを表示するだけで感染することは周知の事実だが、最近は
ネットワークに接続しただけで感染するウイルスも登場している。このようなウイルスはどのような
仕組みでコンピュータに入り込み、感染するのだろうか？
それでは、Windows に潜む代表的なセキュリティ・ホールの例を見ながら、ウイルスがなぜ Windows
に感染するのかを見ていきましょう。これらを理解すれば、きっと「セキュリティ対策の応用力」が
身に付くはずです。
つづく
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第 34 回理事会開催
4 月 14 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 10 名が出席し、第 34 回理
事会を開催しました。内容は次のとおりです。
１．平成 23 年度の活動状況の報告
２．平成 24 年度通常総会の開催について審議
☆平成 24 年 5 月 19 日（土）11 時～12 時 まどゐのやかた見庵にて開催を決定

【5 月】の活動予定

【4 月】の活動報告
第 34 回理事会

平成 24 年度通常総会

（14 日）

11:00～12:00

障がい者対象個人向けパソコン講座

19 日
まどゐのやかた見庵にて

障がい者対象個人向けパソコン講座

（10 日、17 日、24 日）

1 日、8 日、15 日、22 日

訪問 IT サポート

各 9:30～11:30

（4 日、16 日、18 日、26 日）

松阪市障害者福祉センターにて

駅を訪ねて

六軒駅
JR 松阪駅から紀勢本線津方面行の普通列車に乗る
と最初に停車する駅が六軒駅です。
列車の行き違いができるように、2 面のプラットホ
ームと２本の線路があり、それぞれのホームは跨線橋
でつながっています。駅舎はありませんが待合所が 1
番線側に建っています。無人駅です。（写真上）
この駅の近くには参宮街道が通っていて、南方約
1km の市場庄町には、通りに面して妻入り・連子格子
の町家や蔵が建ち並び、江戸時代に多くの参宮道者で
賑わった往時の面影がよく残っています。（写真下）

路 線 名：JR 紀勢本線
所 在 地：松阪市小津町 87
開 設 年：明治 27 年
乗車人員：1 日平均 85 人（平成 21 年度）
出典・平成 23 年刊三重県統計書
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リレー随筆ナンバー108

今月は、CTF 松阪の発足時からの理事で、難病患者さんの意思伝達装置使用サポ
ート訪問にご活躍の O.I 様からご投稿をいただきました。

Ｏ．Ｉ
早いもので、今年で地下鉄サリン事件も１７年になる。高学歴のエリートたちが教祖にマインドコン
トロールされて起こした事件だった。最近では、美人で聡明なタレントが占い師のマインドコントロー
ルを受けて、マンションに立てこもり、家賃滞納で訴訟沙汰までおこしている。遠い東京での話しかと
思っていたら、この松阪にもそのような占い師がいるのだそうだ。我が家に来てくれるヘルパーさんに
よると、友人が豪邸を新築してさて入居という段になって方角が悪いからと宣告され、新築の家は空き
家のまま、いまだに狭いアパートで暮らしているのだそうだ。度々忠告しても「柳に風」といって嘆い
ていた。
冷静に考えたら理不尽な話だからほとんどの人は「自分は大丈夫」と思っているかもしれないが、絶
対にかからない人はいないそうだ。
ここにＡ，Ｂ，二人の占い師がいます。Ａはとても優秀で６０％の確立で当たるので料金も高く１回
２万円かかりますが、Ｂはいい加減で３０％しか当たりませんが、料金も安く１回５千円で済みます。
もし、あなたが占ってもらうとしたらＡ，Ｂ、どちらを選びますか？
Ａを選んだ人はマインドコントロールにかかりやすい素質を持った人です。どうせ占いなんていい加
減なものだからという単純な気持ちで安いＢを選んだ人も同様にかかりやすい人です。すでに上記の人
たちはＡ，Ｂ、２つのなかからどちらかを選ばなければならないという暗示にかかっています。「どう
せあたらないのならやめておけばいい」という第３の選択肢もあるはずです。これを選択した人はある
程度かかりにくい人です。
一番かかりにくい人は、確固たる根拠に基づいてＢを選んだ人です。このような人は「相棒」の「杉
下右京」のように絶対にかかりません。
さて、右京さんはどのような根拠に基づいてＢを選んだのか、皆さん分かりますか？

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://pro.tok2.com/~sanguudo/ctf/）から、会員のページ→会員情報紙 CTF 通信、
とたどってください。

編集後記
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屋根より高い鯉のぼり♫♬♪
皐月の空に気持ちよく泳いで

2012 年（平成 24 年）5 月発行

発行者

います。私達も少し早い初夏の風
を、自然から頂いてみませんか？

IT を活用した障がい者支援 NPO 法人

CTF 松阪

お花も沢山

咲きそろってきます。藤の花・牡丹・ゆり・他

発行責任者

沢山あります・カーネーション・母の日ですね

住 所 〒515-0081

歌にあるようにそれぞれが、Ｎｏ.1 です。私達

川

口

保

松阪市本町 2181-1

も同じです。

電 話 0598-21-7268
U R L

http://pro.tok2.com/
~sanguudo/ctf/
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