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難病医療相談会（松阪）
11 月 11 日松阪県民センター６Ｆ
にて松阪保健所地域保健課主催の難
病医療相談会が開催されました。CTF
松阪も依頼を受けてコミニケション
ツールの相談に応じました。また大達
（おおたち）先生による「神経疾患の
大達先生による講演

在宅医療について」の講演が開催され
ました。

CTF 松阪ブース

ＣＴＦ松阪懇親会
11 月 9 日ＣＴＦ松阪懇親会が飯南町向粥見
相津の「ほたる窯」でおこなわれました。当日
はあまり天候もよくありませんでしたが、紅葉
がすばらしくお昼のバーベキューも美味しく
いただけました。

よいほのもり

ネットサーフィン漂流記

「ネットサーフィン」この言葉も死語になりつつあるようですが、「ネッ
トサーフィンとは、ウェブページの閲覧において、各ページを興味の赴くま
ま次々に表示して閲覧していく行動のこと。この様子を波から波へと渡る
サーフィンに見立てた造語」との解説が某ネット上にありました。
この記事を書くのにもやはりインターネットにお世話になるのですが、
11 月 11 日に国産旅客機ＭＲＪ初飛行の話題がありましたね、
「ＭＲＪ」は何の略かを調べるのになぜか「Ｍ
ＳＪ」と間違って入力して検索してしまったようです。そしたらこんなん出てきました。MSJ Group おま
けに（当サイトは 18 歳未満の方のご観覧を禁止しております）と表記があります。18 歳以上だったので
ついその先のリンクへのバナーをクリックしてしまったのです。SABMARIN（サブマリン）、姿麗人（シャ
レード）
、MINK（ミンク）とあるがこれまた難解である。New Face －新人紹介－とあるのに「顔」がな
い、No Face じゃん。御入浴料：35,000 円（税別）120 分・・ふむふむ、高齢者割引は無いんじゃな！
高級湯屋の HP のようですが、散々迷って己の残り少ない時間の多く浪費してしまった。因みに MRJ は
Mitsubishi Regional Jet の略でしたが、ああ疲れた。（湯あたりではありません）
By HRT（検索無用）
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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Word

文字列をワンクリックで範囲選択する

今月は１行以上の文字列を範囲選択するとき、マウスのクリックだけで範囲選択できる方法を紹介する。段
落のみや文書全体の範囲選択もマウスのクリックだけで行える。

１．範囲選択したい行の左の余白（縦書きのときは
★ワンクリックで１行選択

上余白）にマウスカーソルを移動させ、マウス
ポインターが矢印の形

に変わったところで、

クリックすると行全体が範囲選択される。
２．ダブルクリックすると、段落全体が範囲選択さ
れる。
３．トリプルクリックすると文書全体が範囲選択さ
れる。
（または、
「Ctrl」＋「A」キーを押して
★ダブルクリックで１段落選択

も文章全体が選択される。
）
４．単語の上でダブルクリックすると、その単語の
みが範囲選択できる。

★トリプルクリックで文章全体選択

★単語の上をダブルクリックで単語選択
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【11 月】の活動報告

【12 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

（10 日、17 日、24 日）

15 日、22 日

ＩＴサポート訪問

松阪市障がい者福祉センター

9:30～11:30

（14 日、18 日、25 日、28 日）

松阪の川と橋

魚町橋（最終回）
最終回の今回は、魚町橋に決めたのじゃ。
氏郷の移封に伴って架けられた大橋と違って魚町橋は江戸時代
には無かったんじゃ。
大橋古図を見ても上流の山側に橋は架かておらんのう。この古図
をよう見ると大橋を渡っておるのは刀を差しとる武士で、町民は河
原を歩いて渡たようじゃのう。
魚町の長老に尋ねても、松阪の歴史に詳しい先生に聞いても魚町
魚町橋

橋の謂れはご存じなかったのじゃ。
今の橋は、先に書いた坂内川の大改修の前から架かっておった
んで６メートルも掘り下げたんで、近くの井戸の水が枯れたのを覚
えておるわい。
掘り下げた跡が３０年経った今の橋の橋脚に今もハッキリ残っ
ておった。じゃが浚渫から３０年もして又大分埋まってしもたよ
じゃ。魚町橋と大橋の間にあった堰（せき）も今ではすっぽり埋う
てしまった。

大橋古図

桜の時期には西之庄側で橋の両脇に丸く大きく咲かせる木が
あってな毎年カメラマンが写しに来るんじゃが、桜の木は両側に２
本ずつあるんじゃよ。満開の時は１本の木のように見えるんじゃ。
それからもう１つ、今の魚町には鮮魚屋さんが一軒ものうなってお
るんじゃ。仕出し屋さんや、カマボコやさんとうなぎ屋さんはある
んじゃが。
ここまで

それでな、今日は牛銀さんの商う「番茶亭」で番茶セット￥500
円をお八つに頂いた。
川と橋を一年間よんでくれておおきんな。来年は何にするやろま
だ決まっとらんのやわ。

桜

番茶亭

番茶亭セット
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リレー随筆ナンバー151

今月は CTF 松阪の重鎮としてご活躍の H．O 様よりご投稿いただ
きました。

リレー随筆 149

今年（2015 年）7 月 29 日に Windows の新バージョン 10 がリリースされ、
Windows7 および 8.1 のユーザーには無償アップグレード版が提供されることに
なりました。これまで Windows Vista や Windows8 で、新しいものに飛びつい
て痛い目に遭った経験から、今回の Windows10 へのアップグレードもずいぶんと
思案しました。なかでも、1 月と 4 月に提供された Technical Preview 版（開発
試用版）での試用結果では、自分のパソコンでは、トラックパッドの動作に不具合が生じて使えなかった
ことも、アップグレードを躊躇した一因です。
そんな私が、
「無償」という 2 文字に負けて、また、製品版ではいろんな箇所も修正されているのでは
ないかと、淡い期待をかけてインストールすることとしました。
インストールにあたっては、パソコン内蔵ハードディスクを新品に取り替え、それに Windows8 をイ
ンストール後 Windows8.1 にアップデートし、そこへ Windows10 をインストールすることとしまし
た。これは、万一の不具合発生に備えての安全策です。
（不具合が起きたら、取り外しておいたハードディ
スクを取り付ければ、これまでの Windows がすぐに使える状態に戻るので）それから、Windows10
アップグレードはオンラインでするのではなく、アップグレードファイル一式をダウンロードし DVD に
保存してから、その DVD を使ってアップグレードしました。これは、将来 Windows10 の再インストー
ル時に便利なようにするためです。
（Windows10 のオンラインアップグレードは来年 7 月 29 日以降は
有料版を買わないといけないので）アップグレードした Windows10 は、3 ヶ月経過したが順調に働い
てくれています。自分の場合、外付け（USB 接続）ハードディスクを他のパソコンと使いまわしするこ
とが多いので、データ消失の危険性を避けるため、高速スタートアップ機能を無効にしました。
タブレットモードでは使っていないので評価ができませんが、デスクトップモ－ドでの使用については
決定的と言える問題点は見当たりませんが、細かいことを言えば、DVD 再生のためには専用ソフトが必
要なこと、標準ウエブブラウザー（Edge）でダウンロードするファイルの保存場所や名前が指定できな
いことなどが不便かなと思います。
OS のバージョンアップのときにいつも思うことですが、これまではやりたかったができなかったこと
ができるようになった、という満足感が今回もあまりありません。新しい OS の良さを発揮できるような
使い方を知らないからかもしれません。もっともっと勉強をしなくては・・・

編集後記
アラ―もう 12 月です。一年を振
り返り何と早い事・今年はどんな年
だったのか思い出す暇もなく、早や
年の暮・年賀状も急いで書かなければ・・またお掃
除もしなければ・・クリスマスも近づき（プレゼン
ト関係ない――）
・・チョット寂しいナァー・・しめ
縄の用意もしなければ・・お節料理も毎年同じ事の
繰り返し・・街ではクリスマスソングが流れ歳末商
戦・・ア―お餅も用意しないと・・そうして最後は
お年玉の用意・・今年の愚痴はここまでかしら？
みなさん良いお年をお迎えください。
来年も宜しくお願い致します。
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