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Yahoo! JAPAN に不正アクセス
最大 2200 万件の ID 情報が流出
ヤフーは 5 月 17 日、同社が提供する Web サービスのユーザーID を管理するサーバーに不正アク
セスされ、最大 2200 万件のユーザーID が流出した恐れがあると発表した。
その後 5 月 23 日には、2200 万件の ID のうち 148 万 6000 件について、暗号化されたパスワ
ードと、パスワードを忘れたときの再設定に必要な情報の一部（「秘密の質問」など）も流出した可能
性が高いことが公表された。
流出したのは約 2 億件の ID のうちの 2200 万件とか、148 万 6000 件とか、その数の多さに驚
かされるが、ヤフーにログオンしたときに、『あなたの ID が不正アクセスされた可能性があるので、
パスワードの変更をお願いします』とのメッセージが表示されて驚かれた方もおられる。
ヤフーでは、今回流出した情報だけでは、正規のユーザーになりすましてログインすることはでき
ないとしているが、頭の良い悪人は多いので、どんなことになるかわからない。
Yahoo! JAPAN の ID をお持ちの皆さん、ヤフーが提供する確認ツールでご自分の ID が 2200 万
件に含まれているかを確認、含まれている場合はパスワードや秘密の質問の再設定をされることをお
勧めする。
確認の方法：
http://docs.id.yahoo.co.jp/confirmation.html にアクセスし、ID とパスワードを入力後、
［ログイン］ボタンをクリックする。（確認結果と対策が表示される）
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ＡＯＴ７６ （Ｗｅｂ徘徊）
ＳＭＳってなんだろう？
もっとすごいのかも？

ＳＭまでならわかる気もするが・・Ｓ（Super：超）あっ！

でもそれなら SSM やないか？早速インターネットで調べてみる。

む・・ようわからんわ！

ふむ、ふ

そうや、やっぱり「face book」やろ、・・やっと登録できたけど、こりゃま

たなんじゃい！（さっぱりわからん）。ＳＮＳ？〔ソーシャルネットワーキングサービス〕？

なんじ

ゃこれ？ＳＭＳの腹違いの弟かもな？
「ＡＫＢ４８総選挙」？

どこの国じゃ？大統領でも決めるんかい？

若いねーちゃんようけおるや

んけ、女人が島か？ 「ＡＫＢ４８、七夕に一夜限り」あかんあかんそれはあかん、昔から言うやろ「共
白髪まで」って。
「ＡＯＴ７６」＝アッと

おどろく～っ
PS

為五～郎～っ

７６歳

（Ｗ・Ｈ）

どなたか「正しいパソコンの使い方」ご教授下さい。

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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【Word 2010】かならず覚えておきたい基本の印刷ワザ（１）
行事案内やパンフレットなどを Word 2010 で作っている人は多いと思います。そこで今回は、標準
的な印刷の手順を紹介します。普段あまり印刷しない人や、Word 2003 や 2007 などの旧バージョン
から乗り換えた人は、ぜひチェックしてください。

Word 2010 の基本的な印刷方法を確認する
Word 2010 では、「ファイル」タブのクリックで表示される「バック
ステージビュー」から印刷を行なう。Word 2007 では「Office」ボタン
から印刷を行なうが、操作が大きく変わっている点に注意しよう。

クリック

バックステージビューから「印刷」をクリックすると、印刷設定画面
が表示される。部数やページ指定などの設定に加え、印刷設定でプレビ
ューも表示される。
文書を印刷するには、印刷設定画面で「印刷」をクリックする。プリ
ンタに正しく接続されていれば文書が 1 部印刷される。

印刷部数を設定する
同じ文書が複数必要な場合は、印
刷部数を設定しよう。1 枚で構成さ
れた文書の場合、印刷画面の「部数」
に必要な枚数を設定する。
複数ページで構成された文書の
場合も、「部数」を設定することで
複数部の印刷が可能だ。そのまま印

部数をセット
印刷ボタン

刷すれば、先頭ページから最終ペー
ジまで 1 枚ずつ連続印刷され、複数
部できあがる。

プリンタを選択

これは「部単位」で印刷されてい
るためである。
文書を各ページごとにまとめて
印刷したい場合は、「ページ単位」
で印刷する。同じページが複数枚ま

印刷範囲を入力（次号で解説）

とめて印刷されるので、書類を順番
に回すときなどに向いている。設定
方法は簡単で、印刷設定画面の「部

部、ページ単位を選択

単位で印刷」の右にある「▼」をク
リックし、メニューから「ページ単位で印刷」をクリックだけである。
次号に続く
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【6 月】の活動報告

【7 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

（4 日、11 日、18 日、25 日）

2 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

（12 日）

続・松阪食べ歩き
洋風レストラン

シェ ロアンヌ

今月は駅部田町にある「洋風レストラン シェ ロア
ンヌ」さんでランチをいただきました。
このお店、本格的なソースで欧風料理を食べさせて
くれると評判の、松阪で老舗のレストランです。
『松阪の牛、伊勢志摩の魚介類、地元の有機野菜な
ど、この地域でしか味わうことのできない料理を心を
こめて提供いたします』とは奥村シェフの弁。
ゆとりのある空間で、ゆっくりと食事が楽しめます。
A ランチ・ハンバーグと海老フライ

1,000 円（写真）

スープ、サラダ、ライス、コーヒー付

所 在 地：松阪市駅部田町 1074-8
電

話：0598-23-7030

営業時間：ランチ
ディナー

11:00～14:00
17:00～21:00

定 休 日：月曜日

-3-

ＣＴＦ通信 第 124 号
リレー随筆ナンバー122

第 4 ページ

今月は、5 月はじめに足の手術をされ、目下リハビリに奮闘中の A.K 様からご投
稿をいただきました。

外反母趾の手術とリハビリ奮戦記
A.K
以前より悪かった外反母趾の症状が最近特に進行し、３０分も歩けば足の痛み、痺れがひどく、
専ら自転車か車での移動生活となったので、ついに決心をし、今年の５月に手術を受け、現在リ
ハビリ中ですが、今回の件で感じた事を書きましたのでご笑覧下さい。
１）手術は骨を切り角度修正をして金属で固定する方法で全身麻酔による３時間程度の手術でし
たが、もう二度としたくないというのが今の印象で、インソール使用も含めた予防方法を実践
中です。
２）一時的にでも、ハンディキャップを持った事で行動範囲が狭く、不自由となり、五体満足で
ある事の有り難さを改めて認識しました。
３）妻を始めとする家人、親戚、隣人、友人の手助け、気遣いが何にもまして有り難く感じまし
た。特に妻には感謝、感謝です。
４）入院という体験で、普段は気づかない場所でも個々の持ち場で精一杯働いている人々がいる
事を改めて知りました。
５）バリヤーフリーが進んで来ているものの、いざ当事者となると、一
工夫、少しの手直し等で、ハンディキャップを持った方がもっと行
動し易くなるのにと感じる場面に遭遇しました。
元の生活に戻っても今感じている事は心に刻んでおきたいと思ってい
ます。

編集後記
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今年も松阪の祇園祭りの季節
です。三社神輿の練り歩きも、担
ぎ手の粋な若者たちが汗と暑さ
の中市内を、チョサー・チョサー行きかいます。
又子供神輿も各町内がそれぞれの神社に繰
り出します。可愛い子供達の法被姿もちょっと
嬉しくなります。暑い季節です・皆さんくれぐ
れも熱中症には注意してください。水分の補給
を忘れないでくださいね。
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