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パソコンで考える
●初心者には新品を
車を最初に買う時、事故を起こしたり、操作ミ
スで壊すことがあったらどうしよう、と初心者独
特の計算で、中古車や性能の小さな車（軽自動車）
を買う人がいる。こういう人は、大抵、自動車の
持つ快適さに気がつかず、自動車嫌いのまま、長
いときを過ごす結果になる。もちろん、技術の腕
も上がらない。車を乱暴に扱う。
パソコンでも同じことがある。パソコンはどん
どん高性能になっていく。最新最高機能機種を買
ったのに、一年後には生産中止、或いは、最低能
機種になることはざらである。ならば、最新最高
機能機種を買うなんぞは、無駄でもったいないと
計算し、中古品や売れ残りの激安品で済まそうと
考える人が多い。
しかし、車の場合と同じように、これではいつ
までもパソコンの腕が上達しないだけでなく、パ
ソコンが好きになれない。自分のものにならな
い。
●パソコン主治医をもつ
自動車の機能や構造を熟知していたら、運転に
便利である。故障した時、自分である程度直すこ
とができたら素敵だ。しかし、それら全部ができ
なくても、自動車は誰にでも運転できるし、少し
も問題は出ない。
パソコンも同じように考えたい。自分で組み立
てたり、インストールしたりする労を省いても構

わない。注文通りのものをセットしてくれる「パ
ソコンの先生」（主治医）をもてばいい。
周囲にパソコンならお任せ、という人は必ずい
る。特に若い人はいい。その人に頼む。もちろん
「タダ」ではいけない。「主治医」だから、トラ
ブルが起こるたびに世話になる。その都度「治療
費」が必要だ。
●パソコン・オタクになるな
パソコンも、人間の頭脳も、どんなに素晴らし
いものでも、過信したらバツである。
パソコンは、居ながらにして、世界と交信する
ことを可能にしたが、パソコンの世界がどんなに
目覚しくて進化が無限でも、人間は観念によって
のみ生きることができないように、パソコンが作
り出す世界とは別な、ざらざらした世界が厳然と
して存在する。この生々しい、息の詰まりそうな
世界、家族や組織の人間関係、民族や国家の力関
係を避けて通ることはできない。
そして、パソコンは快適機械だから、そこにだ
け集中していると、現実に動いている世界の生の
声が聞こえなくなる。悲鳴やうめき声が耳から遠
ざかる。だから、人間はパソコンを通して獲得で
きる世界と「現実」世界とを常に「交通」関係に
おく必要があるのだ。パソコンによって獲得する
世界の拡大が、同時に、「現実」世界の新しい発
見を促す原動力になる。
[出典：鷲田小彌太]

白川ＯＡパソコン何でも出張サービス
・パソコンを買ったけど接続ができない
・インターネットが繋がらない
レッスンパック
・印刷ができなくなった
4000 円／時間
・知らないうちに動かなくなった
・機器の増設をしたいけど分からない
・基本的な操作指導
・ソフトのインストールに自信がない
・インターネットの使い方
・ソフトの使い方が分からない・・・
・メールの送り方

こんな時は
お電 話 ください！

セットアップパック
4000 円／時間
・インターネット接続
・パソコン設置 / 配線
・ＬＡＮ工事

㈲白川オフィスオートメーション パソコンヘルプデスク
TEL：0574‑74‑0013 / FAX：0574‑72‑2008
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『ＩＴ』の導入目的を定めましょう
１．業務を効率化させるか？
２．利益などの成果を拡大させるか？
３．競争力を強化するか？
こうした目的が達成されないのなら、本当のＩＴ活用とはいえません。
◎最適な情報化へのアプローチ
１．本来の目的を明確にしましょう。
（業務のどの部分を効率化させたいか！）（どのように利益を拡大させていくか！）
２．情報化の目標を具体化しましょう。（ＩＴ活用度のレベルを確認しておくこと！）
３．適切な情報システムを選択しましょう。
４．予算やスケジュール通りにシステムを構築しましょう。
５．システム導入の効果測定を行ないましょう。
（その目的がどの程度達成されたかチェックを！）
[出典：上村 孝樹]

ｅ-メールのメリット

メール作成時の注意点

◇相手の都合を気にせずに用件を
Ｅメールを書く時にまず気を付けたいのは、なるべく簡潔に
伝えられる
短くまとめるということ。不必要に長すぎるメッセージは、
◇相手の場所に関わらず非常に短
送受信に時間がかかるしモニター上では読みにくい。ウィン
時間で届く
ドウに表示された時、伝えたい用件がすぐに相手の目に入る
（海外宛でも通信費が非常に安い）
ように。用件が複数あって長くなる時には、段落を分けるな
◇電話による伝言メモリより用件
ど相手が読みやすくなるような配慮を忘れずに。
が正確に伝わる
◇同じ内容のものを複数の人に同時に送れる
こんな悩 みにＨｅｌ
ｐ！
◇画像や音楽データなどの添付が可能
○インターネットを利用 したいけ
◇送られてきたデータメールの加工･流用ができる
ど、パソコンの設定が難しそう。
○ホームページやメールを利用した
インターネットで試験を受けよう
いけど、マニュアルを読むのは面
倒だ。
■パソコンネットワーク利用技術試験（ＮＡＳＫＡ）
○事務所や自宅で場所を気にせずイ
年中無休でいつでも受験できます。
ンターネットを利用したい。
会 場：ＵＲＬ：http://www.pcua.or.jp/
㈲白川オフィスオートメーション
（オールタイムインターネット上で
パソコンヘルプデスク
受験できます。チャレンジしてみて下さい。）
TEL：0574-74-0013
（詳しくは 白川ＯＡ・奥村まで）
FAX：0574-72-2008

●
●
●
●

インターネットやホームページをはじめたいけど、何と何が必要なの？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
インターネットの手続きってどうやるの？
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
白川ＯＡインターネット事業部
独自ドメインってどうすれば取れるの？
TEL：0574-74-0013
早い物勝ちってホント？
FAX：0574-72-2008

◎インターネット接続サービス

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎ホームページ作成
＆管理サービス

います。インターネットが使えるように設定した
い、メールの使い方が知りたい、ホームページを作
りたい等のご要望は上記までお問い合わせ下さい。
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解説

ｅ−ビジネス

信用を売る３条

①｢信用保証マーク」の仕組みを利用すること。例えば通販協会は「オンラインマークでベストシ
ョップに選ばれました」「○○ショッピング大賞で準優勝しました」といった結果を公表する手
もある。大概どちらの場合も、それを示すマークをページに貼ることが可能だ。ただこうした手
段が可能なのは、かなり実績を積んだ店となる。
②｢顧客の評価や声」を利用すること。店に対する顧客からの意見、実際の商品使用感などナマの
意見を掲載するとよい。問い合わせ等に対するＱ＆Ａを掲載するのも同様だ。こうした顧客の意
見を掲載することで「顧客の信用がある店だな」というイメージを作り上げる。
③店主自身がページで「信用」を示す努力をすること。「ここまでしているのなら悪いことはしな
い店だろう」と思ってもらう。日本の中小企業の店はたいていの場合、店主やウェブマスター
が文字通り写真で顔を見せている。あるいは過去の履歴(いつ創業して、
どう育ってきたか）、マスコミ等への登場歴を掲載
しているところもある。日記を公開している店も。
実店舗の住所はもとより写真や地図を載せるのも
同様。
[出典：商工会報]

■インターネットの使用目的
社会ニュース等情報収集

44.77

商品検索・製品情報

76.14

株価情報

13.07

企業情報
リクルート
イベント情報

54.36
3.7
7.73

趣味
ショッピング
その他

11.44
5.45
10.13
[出典：日本物流新聞 2001.10]

◎社名の入ったドメイン(独自のドメイン名)の取得を考えましょう。
ＵＲＬが長い場合や､覚えにくい時､会社ＰＲの効果が薄れます。
http://www.na.rim.or.jp/~abc /
→ http://www.abc.co.jp/
独自ドメイン取得後
◎独自ドメイン取得の方法については､白川ＯＡ〈担当：奥村〉におたずね下さい。
◎ＨＰで商品を売る場合､地元商工会議所等を通じて､オンラインマークを取得しましょう。
オンラインマーク（Online Shopping Trust）は､インターネットシ
ョッピング事故を防止するために､商工会議所が通信販売業者の実
在を確認し､ホームページの表記が通信販売の法令等を守っている
事業者である事を審査し､使用を許可しています。ただし､マークは
事業者が販売する商品・サービスの品質や内容､売買契約内容､経営
内容を保証するものではありません。

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

お問い合わせは､白 川ＯＡ
インターネット事業部ま
で。０５７４-７４-００１３

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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~

これが「チルダ」なのです！

ホームページのアドレスによく使われている
「~」という記号。その形状から「この にょろ
にょろ した記号」という人をみかけます。こ
の記号の出し方が分からないばかりにお目当て
のホームページにたどりつけなかったという経
験もあるのでは？
正確な呼び名は「チルダ」と言い、キーボー
ド上では「へ」のキー（写真①）を[Shift]キー
と一緒に押すと、入力されます（※英数字半角
モード）。「わ」のキー（写真②）に似た記号が
表示されているので、間違えないようにしまし
ょう。
[出典：仕事とパソコン 10 月号]

タスクバー

■写真■

チルダ

※注･･･PC98 シリーズのキーボードの場合
[Shift]キー+@があるキー。
■図 1■

タスクバー（図 1）は通常、画面の一番下に
あります。これが画面上から消えてしまった場
合、考えられる原因は 2 つ。
まず、操作ミスでタスクバーの大きさを小さ
く変えてしまったとき。この場合は、画面の下
の方にマウスポインタをあて上方向矢印のポイ
ンタになったところで、上の方へドラッグしま
す（図 2）。そうすれば、大きさが調整できます。
もう１つは、タスクバーの設定を変えてしま
った場合です。
[スタート]ボタン→「設定」→「タスクバーと
[スタート]メニュー」を選びます（図 3）。タス
クバーのプロパティ画面で「タスクバーオプシ
ョン」のタブを選択（※Me では「全般」タブ）。
「自動的に隠す」のところにチェックがされて
いたら、クリックしてチェックを外してくださ
い（図 4）。
[出典：仕事とパソコン 10 月号]

■図 2■

■図 3■

↑

ドラッグ

■図 4■

クリックしてチ
ェックを外す。

「比較サイト」利用の注意点
経費削減に商品やサービスをサイトで比較。
◆ 比較している商品数が多いサイトを選ぶ
どこが best か一目瞭然です。
◆ 個人運営のマニアックなサイトは避ける
◆ 価格面だけでなく、サービスや保証内容も検討する
代表的な比較サイト
◆商品と利害関係にある業者が運営しているサイトは避ける
www.e-hoken.com/
◆ １つのサイトだけで決めず、別の比較サイトと見比べる
village.infoweb.ne.jp/~
◆ 更新日時が新しいサイトを選ぶ
fwnk7304/myline
[出典：仕事とパソコン 2001.2]

岐阜県商工会連合会推薦
白 川 町 商 工 会 推 薦 ケイリマン販売指定店
白川町青色申告会推 薦 Ｎ Ｔ Ｔ 取 次 店

有限会社 白川オフィスオートメーション
〒509-1105
岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地 ホワイトベル2F
ＴＥＬ：0574-74-0013 ／ＦＡＸ：0574-72-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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