ＣＴＦ通信 第 121 号

2013 年 4 月

発行ＣＴＦ松阪

第 1 ページ

新しい事業年度を迎えて
松阪地区における「IT を活用した障害者の自立支援組織」（任意団体）として産声をあげてから 10
年を経過し、11 年目に入った平成 24 年度の CTF 松阪の活動は、障がい者の方々を対象にした各種パ
ソコン講座の開催をはじめ、三重県から委託を受けた「重症難病患者在宅ケアシステム構築事業におけ
る意思伝達装置使用サポート事業」として、筋委縮性側索硬化症等の神経難病患者の方々に対する意思
伝達装置の貸し出しと操作指導などの支援を行いました。
また、会員スキルアップ研修会を開催し、支援技術や受託業務の遂行能力の向上をはかりました。
今年度も、これまでの経験を生かして、障がい者の方々が IT を活用して社会参加・自己実現される
ための支援を、着実・堅実に実行していきますので、会員の皆さまのご支援・ご協力をいただきますよ
うお願いをいたします。
以下に昨年度の活動実績を報告させていただきます。
CTF 松阪平成 24 年度活動実績
☆障がい者対象個人向けパソコン講座開催

41 回

受講者

延 196 名

☆障がい者対象夏季パソコン講座開催

5回

受講者

延 12 名

☆ワーク会員スキルアップ研修会開催

11 回

受講者

延 18 名

3回

受講者

延 25 名

☆会員スキルアップ研修会開催
☆障がい者・難病患者宅 IT サポート訪問

44 回

☆IT 関連事業受注による障がい者就労・自立支援
☆会報（CTF 通信）発行

5件
12 回

よいほのもり

私事ですが今年の 2 月で無事定年を迎えることができました。これまであまり
CTF の活動に参加できませんでしたが、今後は今以上に参加できるようになるかと
思いますのでよろしくお願いします。
パソコンの世界にも「PC の定年問題」があるようです。これは古い PC を使い続けることはコスト
やセキュリティリスクの増大、生産性の低下などの弊害があり、最新機種にすることでこれらの問題
を解消するといわれています。起動までの時間が掛ることや、プログラムの立ち上がりが遅い、動作
が重い、フリーズするなどの経験があると思います。
しかしながら Windows XP でも問題なく軽快に稼働しており、上手に使い続ければまだまだ十分に
使えると思っています。当然我が家の PC も XP で現役続行ですが。最新機種に買い換えするならま
ともに使いこなせていない PC なんかさっさと見切りをつけて、タブレット
の方が良いかもしれません。

ＵＰ

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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Wi-Fi（ワイファイ）って何？

ちまたではスマホ(スマートフォン)の普及で Wi-Fi（ワイファイ）なる言葉をよく耳にするようになったと思います。
iPhone や iPad、ゲーム機にも”Wi-Fi 対応”の文字をよく見かけます。また Wi-Fi スポットや Wi-Fi ルータなどなど、
そんな Wi-Fi について分かりやすく？解説していきたいと思います。

よろしくねぇヽ(〃´∀｀〃)ﾉ。

【Wi-Fi(Wireless Fidelity)とは無線 LAN の名称】
Wi-Fi とは一言でいうと無線 LAN の名称です。無線 LAN とは「パソコンなどを無線でインターネットなどに繋
げる技術」のことですが、Wi-Fi とはその中でも「Wi-Fi Alliance（米国に本拠を置く業界団体）によって、国際標
準規格である IEEE 802.11 規格を使用したデバイス間の相互接続が認められたことを示す」名称です。
無線 LAN が登場した当初は、無線 LAN 機器は同じメーカーの製品であっても相互接続が保証されていませ
んでした。そこで消費者が無線 LAN 機器の選択で迷うことなく購入できるように「予め相互接続ができることが認
められた商品」に対して付けられたのが Wi-Fi という名称です。
【Wi-Fi に対応している製品】
Wi-Fi はスマートフォンだけでなく様々な製品に搭載されています。インターネットを利用する機器であればノ
ートパソコンや iPad などのタブレット端末はもちろんのこと、PSP やニンテンドーDS などのゲーム機にも対応して
います。また、プリンターやデジカメ、HDD にも対応した製品が登場しています。
【Wi-Fi のメリット】
・通信速度が速い
スマートフォンなどでネットをする際には通信速度が速くなります。通常３G 回線は数 Mbps と低速ですが、光
ファイバーなどのブロードバンド契約をしていれば、Wi-Fi 通信を利用することで通信速度が数倍になる場合も
あります。これにより youtube やニコニコ動画がスムーズに再生されるようになります。
・パケット代の節約になる
通常スマートフォンではパケット定額サービスが前提になっていると思いますが、自宅などでは Wi-Fi を使っ
て家の回線に繋ぐことによりパケット代を節約することができます。
例えば、ドコモのパケホーダイ・ダブルの様な２段階定額を契約し、自宅にいる間は常に Wi-Fi 接続を利用す
ることでその間のパケット代は無料になります。特にテザリング機能を利用している場合は通信量に 7GB などの
上限が設けられているため、非常に有効な節約術だと言えます。
・複数台の機器を接続できる
Wi-Fi のメリットとして複数台の端末を同時に接続できるという事です。自宅にインターネット回線があり無線
LAN ルーター（親機）を設置すれば、ノートパソコンやスマートフォンはもちろんのこと、iPad や PSP など家族全員
が同時にネット回線を利用できるようになります。
次号に続く…
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【3 月】の活動報告

【4 月】の活動予定

障がい者対象個人向けパソコン講座

障がい者対象個人向けパソコン講座

（5 日、12 日、19 日）

9 日、16 日、23 日
9:30～11:30

訪問 IT サポート

松阪市障害者福祉センターにて

（11 日、14 日、23 日）

理事会

13 日

13:30～16:30

松阪市障害者福祉センターにて

続・松阪食べ歩き

プラネット
今月訪れたのは「プラネット」、日本語に訳すると「惑
星」とのこと。今年のこのコーナー、1 月の「太陽」
にはじまって、「月」、「星」、「惑星」と、CTF 松阪の
編集部員は天文学によほど興味があるようです。
それはさておき、このお店、宝塚古墳近くの高台に
あり、テーブル席もゆったりと配置されていて落ち着
けます。オーナーは伊勢市のレストラン＝ボン・ヴィ
ヴァンで修行されたとか、本格的なフランス料理がい
ただけます。
ランチメニューは、ワンプレートランチで、この日
は、三重豚ミンチのクレピネットでした。量も味も期
待以上で大満足でした。
ワンプレートランチ

980 円 （写真上、中）

コーヒー又は紅茶付

1,180 円

さらにデザート付

1,580 円 （写真下）

所 在 地：松阪市駅部田町 336-1
電

話：0598-21-7899

営業時間：12:00～14:00
18:00～24:00
定 休 日：不定休
（電話にて確認してください）
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リレー随筆ナンバー119

今月は、先月号に引き続きＨ．Ｏ様から、Windows 8 のカスタマイズなどにつ
いてのご投稿をいただきました。

Windows 8 を使ってみて・・・（３）
Ｈ．Ｏ
Windows 8 の新しい UI（ユーザーインターフェイス）では、複数のウインドウを並べて、他のウ
インドウを参照しながら作業をするということができないし、メールソフトもブラウザーも機能が低
いし使いづらい。パソコンを起動して使える状態にするまでや、使い終わってシャットダウンすると
きの手順もかかりすぎる。
ここまできて、自分は Windows 8 の新しい UI には馴染めないことを悟った。
このパソコン、折角アップグレードしたものだし、起動や終了の時間は結構早くて満足できるもの
なので、自分の使いやすいようにカスタマイズすることとした。
デスクトップ画面にスタートメニューを復活させたい、また、ログイン後、アイコンがタイル状に
並んだスタート画面を表示することなく、いきなりデスクトップ画面を表示したい、という要望はか
なり多いと見えて、フリーソフトが提供されていることを知り、早速インストールした。
画像ファイルや.pdf ファイルを開くと、全画面表示のウインドウズストアアプリで開いてしまい使
いづらいので、Windows フォトビューアーや Adobe Reader などのデスクトプウアプリで開くよう
に変更した。
あと、起動直後に表示されるロック画面をスルーして、すぐにログイン画面が表示されるようにし
たいが、その方法がまだわからない。
以上のカスタマイズでかなり使いやすくなったが、これでは Windows 8 にする必要があったのか
との疑問が残る。
Windows 8 は、スマートフォンやタブレット端末のようなタッチ操作ができるという、パソコン
としては不必要な機能を抱き合わせている。スマートフォンやタブレット端末の分野で完全におくれ
をとったマイクロソフトが、パソコンにおける OS の優位を笠に着て、無理に作り上げた製品ではな
いかと疑ってしまう。
これを Windows Me、Windows Vista に次ぐ第三の失敗として反省し、パソコン向けとしてもっ
と軽くて完成度の高い OS が開発されることを待ち望んでいる。

編集後記

（おわり）
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春の風が四月の空を流れて行
きます。桜花は急ぎ足で通りすぎ
ます。花に目を向ければ、何時し
か花筵・・風に舞っています。
真新しランドセルを背負った可愛い小学生

2013 年（平成 25 年）4 月発行

発行者

IT を活用した障がい者支援 NPO 法人

CTF 松阪
発行責任者

が通り過ぎます。新学期です。CTF も又何回目

川

口

保

住 所 〒515-0081

かの新年度です。新しい気持ちで取り組んでま

松阪市本町 2181-1

いります。講座に沢山の参加を、

電 話 0598-21-7268

お待ちしています。
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