白川オフィスオートメーション
Ｖｏｌ．27

2003 年 1 月 1 日
白川 OA の年末年始業務案内

謹賀新年

12 月 2７日(金)まで平常業務
1 月 6 日(月)より平常業務

2003 年 元旦

本年もどうぞよろしくお願いします。 ◎お問い合わせ、消耗品等の御注文時は御注意を

とにかく安くほしいという人には、オモチャデ
ジカメと呼ばれる数千〜１万円台で、10 万〜30
万画素程度の機種があります。パソコンで見ても
画像が粗く見えますが、プリクラ程度やホームペ
ージの小さい画像には使えます。

２〜３万円台の機種がほしい人は 130 万画素ク
ラスが中心。本体背面に液晶画面が付くものは撮
ったその場で画像確認ができます。スナップ撮影
をパソコンの画面で確認したり、ホームページ作
成やメールで送る用途が中心であれば、130 万画
素クラスでも綺麗な画像を見られますし、プリン
トも年賀状のカット程度には十分な画質です。プ
リントよりパソコンで見ることが多い人にはお買
い得。
４〜６万円位のクラスが充実しており、オール
マイティに使えます。200 万〜300 万画素が中心
で、ズーム倍率や動画･音楽などの付加機能によ

■輝いている顔は、
光と影を持っている。
昨日の辛いことが影を刻み、
明日の夢が光を与える。
辛いことも経験して、いい
顔になろう。
（出典：中谷彰宏）

お問い合わせは

って価格が変わります。専用紙でのプリントは
サービス判であれば、フィルムの写真と遜色な
い見映えです。大きくプリントアウトしたい場
合などは 300 万画素クラスを選ぶのもいいで
しょう。どの画素数にするかは、店頭にある印
刷サンプルやホームページのサンプル画像を
自分で見て判断するのが確実です。価格と性能
のバランスが取れたおススメの価格帯です。

予算充実で高性能のカメラがほしい人は、
欲しい機能で選びましょう。７、８万円台〜
数十万円まであり、画素数も 500 万画素位ま
であります。このクラスではカメラの性能を
発揮する機会も減りますが、レンズや機能、
高級ブランドもあるので好みで決まります。
注意点は、多機能・高性能によりカメラサイ
ズが大きめなことです。携帯性など撮影用途
に合っているかも十分に確認してください。
（出典：電脳通信）

どうすればいい顔になれるでしょうか？ 成功する人は、
成功する輝きを持っています。光も影もない顔は、どんな二
枚目でも美人でも、のっぺりとして輝きがありません。
影は、それまでに、あなたがしてきたことから、生まれま
す。辛いことをくぐり抜け、傷つくたびに、あなたの顔は、
彫りが深くなり、いい陰が出てきます。
光は、これからあなたがしようとしている夢から生まれま
す。あなたの過去も未来も、すべてあなたの顔に出してしま
うのです。

白川 OA／加藤・奥村

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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払戻し金は 75％！
とばく行為が禁止されている日本で、堂々と賭
け事を楽しむことができるのは公営ギャンブル
だけである。競輪・競馬・競艇・オートレースの
2000 年度の年間売上の合計は約 6 兆 7000 億円
となっている。
そして、そのうち 75％は払戻しとなり、馬券
や車券を買って当てた人のふところに入ってい
る。残り 25％から開催経費その他を引き、残っ
■

た金額が施行者のものになる。施行者といっ
ても国や公に定められた機関なので、社会福
祉や公共事業にあてられることになる。
そもそも、これらの公営ギャンブルが始ま
ったのは戦後すぐであり、社会資本の整備や
福祉財源の確保が主な目的だった。だから、
国土交通省や農林水産省、経済産業省が監督
機関となっている。

■

こんな高いテラ銭！――それでもやる？
払い戻す割合のことを「還元率」といい、競
輪や競馬などの公営ギャンブルは 75％、宝くじ
は約 45〜50％である。そして、１から還元率を
引いた数値が「控除率」で、これが俗に言う「テ
ラ銭」のことである。控除率の低いギャンブル
ほど、良心的だということになる。
そう考えると、宝くじはテラ銭の高い、割の
合わないギャンブルということになる。
それでも、不況で公営ギャンブルの売上減少
が続く中で、
「ミニロト」
「ロト 6」をはじめ宝く
じは好調を続けている。

当たる確率が低いとわかっていても、どうし
て人は宝くじを買い求めるのだろうか？
それは、還元率や控除率という計算は、あ
くまで客観的な数字のデータであるからだ。
宝くじを買う人は夢を買うのだとよく言う
が、「3 億円当たったら、何をしようか」と考
えることで、主観的満足感を得ている。
だから、１等の金額が大きい宝くじほど人
気を集めるし、はずれてもあまりがっかりせ
ず、また次の宝くじを買って社会に貢献し続
けるのだ。

toto の払戻し金は？
2001 年から始まったサッカーくじの「toto」。
J リーグの試合が対象で、１口 100 円から。
ガソリンスタンドやコンビニでも投票権が買え
るので、手軽に楽しめる。
これの運営主体 は文部科学省の特殊法人で
「文部省がギャンブルだなんて、子供の教育に
悪い」という反対意見も多かった。19 歳未満の
人は、いくらサッカー好きでも toto の購入は禁
止されている。toto の払戻し金は、売上の

50％を超えないと定められており、現在のと
ころ 47％。だからテラ銭の高いギャンブル
ということになる。
収益の３分の２はスポーツ団体と地方公
共団体に、３分の１は国庫に納付される。観
客の減少や選手の高年俸のため、経営難に苦
しむ J リーグの各チームでは、toto の収益に
大きな期待をよせている。
（出典：儲けのカラクリ）

■

●
●
●
●

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。

白川 OA インターネット事業部
● ISDN について知りたい
● インターネットを始めたい
● ホームページを作ってみたい

●
●
●
●

パソコンを始めたい
メールの使い方を教えて欲しい
LAN について知りたい
新たに商売を始めたい
−2−

こんなとき
ご連絡ください
電話 0574-74-0013
FAX 0574-72-2008

「転職したい」
「スキルアップを図りたい」と思ったとき、他人に自分の能力をアピールする有効な
手段のひとつに、
「資格取得」があります。パソコンの基本的な知識やソフトの操作、ネットワーク
の構築など、多くの種類の資格試験があり,基本能力を問う易しいものから専門技術者を認定する高
度なものまで、難易度もさまざま。
試 験 名

概
要
情報処理技術者としての知識や技
能を認定する国家試験。2001 年度
初級システムアド
から試験内容を変更。
5グループ,13
ミニストレータ
種の試験を実施。

試 験

2回／年

MOUS（マイクロ マイクロソフトのオフィスソフト
ソフトオフィスユ 技能検定。ExcelとWordの一般。
随 時
ーザースペシャリ PowerPointの上級がある。
スト）
エクセルを使ったデータ分析やデ 1級１回／年
ビジネスコンピュ
ータベース処理などの操作レベル 2級２回／年
ーティング検定
を判定する試験。１〜３級。
3級／随 時
簿記経理の能力とパソコンスキル
パソコン財務会計 の両方が問われる、高度な専門を試
2回／年
主任者
す試験。１〜２級。
「一太郎」の操作技術や文書作成能
１級2回／年
力、パソコン知識などを評価。
2.3 級／随時

一太郎検定

パソコン検定
（P検）
パーソナルコンピ
ュータ利用技術認
定
日本語文書処理技
能（ワープロ）検
定
MOT(マイクロソ
フトオフィシャル
トレーナー)
パソコンネットワ
ーク利用技術試験

パソコンの一般知識や OS､インタ
ーネット､情報モラルなどの総合的
随 時
な活用能力を評価。1〜6級。
パソコンの基礎知識からシステム
2回／年
運用段階に至る応用能力などにつ
いて認定。1〜4級。
パソコンやワープロソフトなどの 1級１回／年
操作技術や知識や文書作成能力な 2級２回／年
どの評価。1〜４級。
3.4 級／随時
マイクロソフト「office」全般につ
いて、正しい知識を持ち、それをユ
随 時
ーザに指導する能力を持つか試さ
れる試験。
オンラインネットワークによる試
24時間
験。ネットワーク利用技術・知識水
準の向上を目的に実施。

白川ＯＡ
・オペレーション問い合わせ
・コンピュータ関連消耗品
・システム／ソフトウェア問い合わせ

白川オフィスオートメーション

http://www1.ocn.ne.jp/~soa/
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問 い 合 わ せ 先
日本情報処理開発協会
情報処理技術者試験センター
(? 03-3591-0421)
http://www.ibc.ne.jp/goukaku/sad/in
dex.html
MOUS 運営事務局
(? 03-3593-2286)
http://www.ibc.ne.jp/big/mous/m7.ht
ml
日本商工会議所
(? 03-5777-8600)
http://www.kentei.ne.jp/busicom/
日本パーソナルコンピュータソフト
ウェア協会
(? 03-5950-1752)
http://www.jpsa.or.jp/shiken/zaimu_
index.htm
一太郎検定協会
(? 03-5412-3920)
http://www.justsystem.co.jp/educate
/exam/
パソコン検定委員会事務局
(? 03-5338-8784)
http://pken.evidus.com
パーソナルコンピュータユーザ利用
技術協会
(? 03-3438-1869)
http://www.pcua.or.jp/
日本商工会議所
(? 03-5777-8600)
http://www.kentei.ne.jp/wordpro/
MOT 運営事務局
(? 03-5840-6658)
http://www.microsoft.com/japan/par
tners/mtc/mot/
パーソナルコンピュータユーザ利用
技術協会
(? 03-3438-1869)
http://naska.pcua.or.jp/
TEL 0574−74−0013
FAX 0574−72−2008
e-mail soasys@poplar.ocn.ne.jp

情報満載！
● 月々のおすすめ情報
● 特価情報
● ぱソコン楽習帳

表示が義務づけられている識別マークは 5 種類あります

１

２

３

４

５

＜飲料・酒類用アルミ缶＞
アルミ缶のリサイクル率は約 8 割。三角形の形はアルミニウムの
A からきています。
＜飲料・酒類用スチール缶＞
スチール缶のリサイクル率はアルミ缶より高く８割を超えます。
形はなんとなくスチールの S に見えます。
＜飲料・酒類・しょうゆ用のペットボトル＞
中の数字「１」はペットボトルの素材（ポリエチレンテレフタレ
ート）を意味しています。他に法的に義務づけされていませんが
「２」から「７」まであります。
＜プラスチック製容器包装＞
昨年 4 月の「資源有効利用促進法」の施行によって新たに加わっ
たマークで、飲料・酒類・しょうゆ用の PET ボトルを除くプラス
チック製の容器包装に表示します。
＜紙製容器包装＞
プラスチック製容器包装と同時に新たに加わったマークで、飲
料・酒類用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器
包装を除く素材に表示します。

業界の自主的マーク
この識別表示は法的な義務はありませんが、関
係する業界団体では自主的にマークを作製して
リサイクルの促進に協力しています。

紙パックのマーク

段ボールのマーク

（出典：那古野）

ホームページ作成の工夫＜色＞
■ 見やすいホームページのサイズと色数
表示サイズ：980 ピクセル程度
※ B5 型のノートパソコンの画面でも表示可能な大きさ（1024 ピクセルからスクロールバー
などの分を引いた数値）
ファイルサイズ：1 ページあたり 80Kb 程度
※ 小さいに越したことはない（小さいほど表示が速いので）ただし、画質にこだわる場合な
どはこの限りではない
色数：メインカラー１色＋さし色として２〜３色程度
※ これも、デザインによってはこの限りではないが、あくまでも見やすい目安としての色数
（出典：仕事とパソコン）

地域ホームページ白川

http://www.shirakawa-hp.com
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

お問い合わせ＆意見、感想、
掲載依頼等はこちら

info@shirakawa -hp.com

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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