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マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪くなります。とくに、
ローラーやボールに油分が付くと、故障の原因になったりします。
ローラーはとくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングしてください。（ローラー
だけのクリーニングは、④〜⑥の手順は省略）
⑦マウス内部のローラーの汚れを、水分を含
①パソコンの電源を切り、マウスのケーブル
ませた綿棒でこすり落とす。汚れが落ちな
をキーボードからはずす。
いときは、やわらかい歯ブラシなどで汚れ
②マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印
を取る（歯ブラシに水や歯磨き粉などをつ
の方向に回転させる。
けないこと）

③ボール止めを
取りはずし、
ボールを取り出す。
⑧ボールをマウスに戻す。
⑨ボール止めを取り付け、手順２と逆の方向
に回して固定する。
⑩マウスのケーブルをキーボードに取り付け
る。
（出典：NEC）

④ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす。
⑤水で中性洗剤を洗い落とす。
⑥布で水分をふき取り、風通しの良いところ
で充分に乾燥させる。

人類の 90％以上が右利きといわれていま
す。人種に限らず、サルやネコ、ネズミといっ
た動物にも右利き、左利きがあります。その割
合は５対５で、人類の９対１は普通に考えると
おかしいのかもしれません。しかし、これには
深い歴史があります。人類の歴史は戦いの歴史
でもありますが、原始の人類は、戦いに次ぐ戦
いで種の保存に懸命でした。そんな中、戦闘中
に左の胸を傷つけられると、大量の血が流れ、
死んでしまうことを知り、左胸にある心臓をか
ばうように左手で盾を持ち、右手で武器を扱う
ようになりました。
そんな戦いの歴史を何十万年も繰り返すう
ちに、人類の右手の機能は発達し、遺伝的にも

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

利きが多くなっていったのです。
大脳は、右脳が左半身、左脳が右半身を制御
しますが、そもそも右脳と左脳の役割は知能面
で違っていて、左脳は言語や、論理などの物事
を順序だてて考える能力をつかさどり、右脳は
イメージ や芸術的能力といったパッと見て理
解する能力をつかさどるといわれています。
そういったことから、左利きの人は左半身を
よく使うために右脳が刺激され、高いイメージ
能力を持つことができるようになり、閃きが多
くなります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、アイ
ンシュタイン、ニュートン、ゲーテ、ピカソ、
ベートーベン …といった歴史に残るような人
物（芸術家や天才）に左利きが多い。

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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Q：デスクトップにある「マイドキュメント」と C
（D）ドライブにある「My Documents」
フォルダは同じもの？
同じものです。デスクトップの「マイドキュメント」を開いたとき表示されているのは、
「My
Documents」の中身です。
「My Documents」は、作成した文書などを保存するのに便利なよう
に、あらかじめ作ってあるフォルダです。だから、すぐに開けるようにデスクトップに「My
Documents」への近道が作ってあるのです。
Q：ファイルのアイコンをダブルクリックしてもファイルの中身が表示されない
そのファイルを表示できるソフトがこのパソコンに入っていないためです。他人から受け取った
ファイルの場合は、送り主に相談してみてください。自分で作ったファイルの場合は、そのファ
イルを作ったソフトを削除したりしていないか、確認してください。
Q：ファイルやフォルダの名前が変えられない
ファイルやフォルダの名前には、使ってはいけない記号があります。
次の記号を半角でファイル名やフォルダ名に使うことはできません。
¥
/
:
*
?
〈
〉 ”
;
また、ファイル名を半角で 255 文字以上の長さにすることもできません。255 文字以内であっ
ても、長いファイル名は｢…｣で省略された名前で表示されることがあります。
Q：複数のファイルやフォルダを一度に「移動」又は「コピー」したい
同じウィンドウの中のファイルやフォルダは、一度に移動やコピーができます。移動（コピー）
元のフォルダを開いたら、次のどちらかの方法で、複数のファイルやフォルダを選んで下さい。
選んだ状態でドラッグ＆ドロップすると、選択されているファイルやフォルダが、一度に移動、
コピーできます。
◎コピーしたいファイルを囲むようにして、ドラッグする
ウィンドウの中でマウスをドラッグすると、四角で囲まれた範囲の中のファイルやフォル
ダがすべて選択され、アイコンの色が変わります。
◎【Ctrl】を押したままアイコンをクリックする
一つのアイコンをクリックしてアイコンの色が変わったら、
【Ctrl】を押したまま二つめ以
降のアイコンをクリックします。
【Ctrl】を押しているあいだは、続けてアイコンを選択で
きます。
（出典：使っておぼえるパソコンの基本）
●

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？ 管理はどうするの？

●

白川ＯＡインターネット事業部
TEL：0574-74-0013
FAX：0574-72-2008

独自ドメインってどうすれば取れるの？
早いもの勝ちってホント？
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「DVD」（デジタル多用途ディスク）とは、CD と同じサイズ（直径 12cm、厚さ 0.6 ㎜×2）の
高密度光ディスクのこと。AV（映像・オーディオ）やコンピュータデータを CD の７倍以上も
収容でき、高音質、高画質、高速伝送の特徴をもつ。
DVD-Video
ビデオ（動画や音声）を収録した DVD 規格。映画、映像付き音楽、音声など記録する再生専用
ディスクのことで、TV につないだ DVD プレーヤーで再生する。
DVD-ROM
読み出し（再生）専用の DVD 規格。コンピュータデータを記録しており、コンピュータに接続
した DVD-ROM ドライブで読む。
DVD-R
一度だけ書き込み（記録）できる DVD 規格。現在の CD-R（追記型 CD）の約７倍という大容
量データを収納できることから、CD が何枚も必要なゲームソフトや、何千というアイテムを
満載した通販カタログ、雑誌の付録や映画・音楽の視聴用の無料提供ソフトなどに最適。ほと
んどの DVD-ROM ドライブや DVD プレーヤーで読み出し可能。
DVD-RW
AV 用途に限定した DVD 規格で、約 1000 回の書き換えが可能。
DVD-RAM
約 10 万回の書き換えが可能な DVD 規格。パソコン・AV の両方に用途。
（出典：ビジネス・アイ）

人間が生きていく上で常に関係しつづけなければならないものであり、お金との付き合い方は一
生のテーマとも言えるのではないでしょうか。個人のお金感にはその人の生活環境や住んでいる国
の文化が大きく影響を及ぼしている。経済がグローバル化しつつある今、外国のお金感というもの
も参考になる。
お金に関することわざ
≪アメリカ≫
金が全てではない。金を使うのが最高なのだ。
≪フランス≫
１スーが他の１スーを連れてくる（「小さな利益を大事にすればそれが呼び水と
なり次第に増えて行く」という意味）
≪マレーシア≫ 節約は金持ちの始まり、無駄遣いは借金の始まり（貯蓄の大切さを説いている）
≪インド≫
不確実な金貨より確実な銀貨（「目の前にある確実な利益を大切にせよ」という
意味）
≪アラビア≫
金は海の中に道をつくる（「金さえあれば不可能なことはない」という意味）
お金についての考え方は各国各人様々だと思いますが、一番大事なのはそれによって不幸になら
ない お金の付き合い方 を確立することではないでしょうか。そういった意味ではお金に関する
犯罪や破産などが減る兆しを見せない日本はまだまだ お金の付き合い方 を確立できていない国
といえるのかもしれません。例えば、アメリカのように学校などの教育段階、つまり人生の早い段
階でお金に関する知識を身につけ、お金との付き合い方を考える時間をつくるということが、今の
日本には必要なのではないでしょうか。

何から始めればいいの？？？
★
★
★
★

ホームページを作りたいけど、まず何をすればいいの？
業務の効率アップにはどんなＩＴ化が必要？
顧客の管理・対応をきちんとするためのノウハウは？
今使っているパソコンやソフトをもっと仕事に活用したい・・・！
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こんな時は白川ＯＡ
にお問合せ下さい。
ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008

≪初対面の人に好印象を与えたい！≫
◎クリスタル製の物を…自分は何も隠し事をしていないと思わせることが最も大切です。机の上
にクリスタルの花瓶に活けた花を飾るのが効果的。
◎携帯画面は「水」に関連させる…「水」に関連したものを身につけておくと、初対面の相手で
も会話が盛り上がり、お互いに好印象を持つことができる。例えば携帯電話の待受画面に「水」
をモチーフにした写真などを選ぶと良い。
≪仕事運を UP させたい！≫
◎机の上に黄色い物や動物の小物を…忙しすぎてひとつひとつの仕事にじっくり取り組めない時
は、たまってる書類を机の左側に置く。また、机の上に黄色い小物を置くと集中力がアップし、
ケアレスミスが減る。動物をかたどったオブジェを机の上や引出しの中に入れておくと自分の
実力を認めてくれる理解者が現れる。
◎机の上に赤い物は危険！…机の上に赤い物を３つ以上置くと、一つのミスが更にミスをよんで
しまう。
≪集中力を UP させたい！≫
◎誘惑を断ち切る石の置物…眠気やさぼり心、おしゃべり欲求など、余計な誘惑をストップして
くれる。また、太陽が描かれた絵を飾るのも効果的。
◎冷静な判断を下すために…身に付ける物はなるべく同系色にまとめる。また、磨かれた鏡を鞄
に忍ばせておくのは直感力を養う。「信じる者」と書いて儲かるのです。
（出典：アルフィックス）

味噌は昔から健康食品とされてきたすぐれた食品です。かの有名な徳川家康も、みそ汁をよく
飲んでいたと言われています。平均寿命 37.8 歳であった時代に彼はなんと 75 歳もの長寿まっと
うしました。みそ汁のメインである味噌の主原料である大豆は良質のタンパク質やビタミン E、
食物繊維などを含み畑の肉といわれる健康食品ですが、味噌は醗酵によって大豆にはない必須ア
ミノ酸やビタミン B 群などが生成され、栄養的にさらにすぐれた食品になっています。味噌には
この他にもカリウムやマグネシウムなどのたくさんの栄養が含まれており、１つの食品でこれだ
けの栄養が含まれているものはあまりないでしょう。みそ汁にすることによってさらに、効率よ
く栄養を摂取できるようになるのです。
味噌をみそ汁にして摂取すると、まず味噌の栄養を無駄なく摂取できます。さらにみそ汁の具
からも栄養が摂れ、まさしく一石二鳥の食品です。しかし、最近では塩分を気にしてみそ汁と敬
遠する人も少なくないようです。みそ汁の塩分量は一杯（150ｇ程度）あたり約 1.4ｇと決して多
くはありません。しかし、それも具を工夫する事で塩分は気にならなくさせる事ができます。カ
リウムの多く含まれたほうれん草、いも類や、食物繊維の多いごぼう、こんにゃくなどは塩分の
体内吸収を防ぎ、体外に排出してくれるのです。
一日一杯、具だくさんみそ汁を飲んで健康な生活を心がけるようにしたいですね！！
（出典：アルフィックス）
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

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

ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008
e-mail：soasys＠poplar.ocn.ne.jp

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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