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NPO 法人 CTF 松阪

平成 25 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 25 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 25 年 5 月 18 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 24 年度事業報告の件
（２）平成 24 年度活動決算の件
（３）平成 25 年度事業計画の件
（４）平成 25 年度活動予算の件
（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 11 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のうえご返送ください。
（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

４月７日は市の本居宣長記念日でした。まだ一度も見ていない本居宣長記念館を見
学しようと思い立ちました。
出かけると記念館の玄関前で、３人の女性が和服姿で大勢のカメラマンに囲まれて
撮影されていました。
中に入ると「本日は入場無料」とのことでした。
すぐ２階に上がり展示場をぐるっと回ってみて回りました。内容はそれほど難しくはありませんで
した。見学者もかなり多くて、子供もかなり入っていました。
(ex-jr2ejt)
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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モバイルWi-Fi ルーターで安く海外旅行しよう

いよいよ行楽のシーズンとなりました。みなさんのご予定はいかがでしょうか？ 海外旅行に出かけ
る方もあると思いますが、国内同様に海外でもネットに接続できたら便利ですよね。ガイドブックを
持ち歩かなくても現地でモバイル通信ができれば、交通機関や観光地の情報、地図・ナビなどに何か
と便利です。
携帯電話やスマートフォンを使っている人は、その多くが「パケット定額サービス」を利用してい
ると思います。そのまま国内と同様の感覚で海外へ行くと「従量制（使うほどお金がかかる）」になっ
てしまい高額請求いわゆる「海外パケ死」になってしまうので注意が必要です。
海外で携帯やスマートフォンを使うには下記の方法があります。
1.

高い国際ローミング料金を払う。通話 150～260 円/分

2.

海外パケホーダイを契約する。1,980 円〜2,980 円/日

3.

ホテルやターミナルで無料の Wi-Fi を利用する。

4.

モバイルルーターをレンタルする。750～1,000 円/日

5.

渡航先でプリペイド SIM を購入する。100 円～1,000 円

パケット 20～100 円/10KB

３の無料 Wi-Fi を提供しているホテル等で利用する方法が一番安くなりますが、移動中でのネット接続
ができないのがネックです。移動中でもネットに接続したい場合は４のモバイルルーターをレンタルする
方法がお手軽です。レンタルルーターはネットで予約ができ、空港カウンターでの受け渡しができます。
ルーターをレンタルするのが面倒な方や、もっと安くする方法は５の現地でプリペイド SIM を買うの
がお得です。なおこの SIM を使うには「SIM フリー」のルーターまたはスマートフォン等の端末が必要
です。日本で販売されているこれらの製品の多くは「SIM ロック」という状態で、これだと日本国内で
しか使えません。Huawei の E586(8,888 円)は国内で入手可能な「SIM フリー」のモバイルルーターの
一つです。
現地での SIM 購入からネット開通までの流れは下記のようになります。
1.

データ通信対応のプリペイド SIM を買う。

2.

SIM 開通し、チャージする。

3.

Wi-Fi ルーターに SIM をセットする。

4.

Wi-Fi ルーターの管理画面でプロファイル設定を作成する。

5.

Wi-Fi ルーターの管理画面でプロファイルを切り替える。

これらのプリペイド SIM は、空港到着ロビーに通信事業者のカウンター
がありますのでそこで購入するのが一番です。またルーターの設定が非常に面倒なことのように思われが
ちですが、カウンターのお姉さんにたのめばすぐに設定してくれます。なおスマートフォン等の端末はデ
ータ通信・通話をオフに、Wi-Fi をオンにして使用してください。この作業は飛行機に乗る前に設定して
おくのがベターです。到着後にすると勝手に現地の通信会社と通信し始め高額なパケット料金が発生しま
すので注意してください。
なおモバイルルーターの電池は一人で使用している場合は 1 日持ちますが、友達など複数台（5 台まで
接続可能）接続しているとその分電池の減りが速くなりますので予備の電池を用意しておくと安心です。
また通話はスマートフォンなら Skype や LINE などのアプリで対応できますのでこれらのアプリを活用
しましょう。
それではみなさまよい旅を・・・

次号に続く…
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第 35 回理事会開催
4 月 13 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 9 名が出席し、第 35
回理事会を開催しました。内容は次のとおりです。
１．平成 24 年度の活動状況の報告
２．平成 25 年度通常総会の開催について審議
☆平成 25 年 5 月 18 日（土）11 時～12 時 まどゐのやかた見庵にて開催を決定

【4 月】の活動報告

【5 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

（9 日、16 日、23 日）

理事会

（13 日）

みえ als の会総会で IT 支援

（21 日）

障がい者宅訪問 IT サポート

（10 日）

7 日、14 日、21 日、28 日
9:30～11:30
松阪市障害者福祉センターにて

平成 25 年度通常総会
18 日

11:00～12:00

まどゐのやかた見庵にて

続・松阪食べ歩き

ソーレ
今月訪れたのは「ソーレ」、日本語に訳すると「太陽」
とのこと。あるものですね「天体」がらみのネーミン
グのお店。CTF 松阪の編集部員もさすがに今月のソー
レでネタ切れのようです。読者の皆さま、どこかほか
にご存じでしたら教えてください。
さてこのお店、国道 42 号線の宮町交差点近くにあ
り、テーブル席のほか、カウンター席、オープンテラ
スなどもあって、いろんな場面でのランチがオシャレ
に楽しめます。
ランチメニューは、パスタランチ、グラタンランチ、
ピッツァランチ、洋食ランチなど種類も豊富で、すべ
てのランチにサラダとコーヒーまたは紅茶が付きます。
洋食Ａランチ
洋食Ｂランチ

1,100 円 （写真上）
1,100 円 （写真中）

所 在 地：松阪市宮町 237
電
話：0598-53-0029
営業時間：ランチ 11:00～14:00（L.O）
ディナー18:00～21:30（L.O）
定 休 日：火曜日
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今月は、CTF が受託したホームページの編集・更新作業を、ワーク会員としてテ
キパキとこなされている shiro 様からご投稿をいただきました。

election
shiro^
私の近所付近では、昨年の 8 月より下水道工事が始まり、その間、車が通れない可能性があったた
め、長らく休ませていただいておりました。長期のオサボリ、誠に申し訳ありません。
ところで、昨年末には衆議院の総選挙、年明けには市長選がありました。
私は民主党に政権交代した、前回の総選挙の折に、マニフェストに乗せられてしまったところがあ
ったので、選挙に限らず様々な情報が飛び交う中で、それらに惑わされず、自分なりの判断力という
のか、先を見据える力が大切だなと感じました。
そのため、今回の選挙は誰に投票すれば良いのか、随分と悩みました。
野田佳彦 前首相が「国民に『信』を問う」と言って、衆議院を解散しました。
ならば、
「選挙」は、国民一人ひとりの政治に対する「意思表示」ではないのかと思ったのです。“白
紙”も立派な投票の選択肢ではないのかと・・・
家族に話してみたところ、「白紙で投票するなら行かない方がマシだ」と言われてしまったので、
結局白紙では投票しなかったのですが、（どこに誰に投票したかは、秘密です。）
皆さんは、
「白紙投票」についてどうお考えでしょうか。
また、後に行われる参議院選と市議選にどのような気持ちで臨まれるでしょうか。

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://ctf.dip.jp/）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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皐月の空に雄々しく鯉のぼり
が舞っています。空気も澄みわた
り、良い季節ですね。
花々も伸びやかに競って咲ほこっています。
今月は平成 25 年度通常総会です。正会員のみ
なさん出席してください。

2013 年（平成 25 年）5 月発行
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住 所 〒515-0081
松阪市本町 2181-1
電 話 0598-21-7268
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