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◎常に今日の日付を文書に表示
｢挿入｣メニューから｢日付と時刻｣を選択。開いた画面で｢自動的に更新する｣にチェック。
◎｢ページ番号｣挿入
何枚にも渡る文書にはページ番号を。｢挿入｣メニューから｢ページ番号｣を選択。番号の位置
をページ下の｢右｣｢左｣｢中央｣などから選ぶ。
◎簡単に描く正円・正四角形
〔Shift〕を押しながら描画すれば自由な大きさで正円・正四角形が描ける。
◎ページに文書の行番号を表示
｢ファイル｣メニューから｢ページ設定｣を選択。｢その他｣タブを開いて｢行番号｣ボタンをクリッ
ク。開いた画面で｢行番号を追加する｣にチェック。
◎複数箇所をカットしてまとめて貼り付け〈スパイク〉
別々の場所にある文章を[Ctrl]＋[F3]で複数切り取って、[Ctrl]＋[Shift]＋[F3]でまとめて貼り付
けることができる。複数の文書を一時的に記憶する機能を｢スパイク｣という。
◎[Alt]を押しながら図を微妙に移動
図の配置を微妙に調整したい場合は、[Alt]キーを押しながら図形をドラックする。
◎文字を簡単に移動させる方法
移動させたい文字列を選択した後、目的の場所で[Ctrl]を押しながら右クリック。
◎ぐるっと一周ページ罫線
｢罫線｣メニューから｢線種とページ罫線と網掛けの設定｣を選択。表示された画面で｢ページ罫線｣
タブを開き、罫線の種類や｢絵柄｣を選ぶ。後は画面左側で｢囲む｣を選択し、｢OK｣をクリック。
◎使わなきゃ損、優れもの付属辞書
office に無料で付属する国語・英和・和英の統合辞書｢Book shelf Basic｣
スタートメニューの｢（すべての）プログラム｣→｢Microsoft リファレンス（Reference）｣
上記の項目がない場合は、パソコンに付属していた office の CD パックからインストール。

売上高をはじめとする膨大なデータからトレンドを読みとるには、平均値を出すのが一般的。
「半年
前より平均来客数が一割減った」といった具合。それに対し、B.C.G の VP は「戦略立案などで行
き詰まったら、あえて平均値を外れた事象を突き詰めると効果がある」と力説する。異常値にこそ、
次の一手のヒントがある。
かつて、半導体メーカはある曜日の決まった時間だけ、製品の歩留り率が極端に落ちる現象に見舞
われていた。原因を追及していくと、その時間に工場のそばを通過する列車の振動で、製造装置が
おかしくなっていたことがわかった。平均値を漫然と眺めていては原因が分らなかった。
また VP は「変わった消費者を見て、変わっていると思うだけで終わってはいけない」と言う。髪
の毛をかたく固める男性用ハードムースが生まれたのも 変人 のおかげ。整髪剤の使用料が極端
に多いユーザを調べたところ、スプレー臭が嫌いでムースを何度も付けたためとわかり、新製品が
開発された。
【出典：日経】

I T 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？
★ 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

インターネットは社会に便利さをもたらし、その代償としてセキュリティという新しい問題を社会に
生み出した。ある企業で「部外者を入れないために、入り口に警備員を配置して社員証で身分チェッ
クをする」ことを検討している。こうすれば「部外者が入ってくる」危険は避けられるが、社員にと
っては社員証を見せる手間がかかり、また社員証を忘れると入れなくなり困る。つまり「不便」にな
る。一方、警備員がいないと誰でも自由に入れ、「便利」だがセキュリティは守れない。では、どち
らがコストがかかるか。前者は警備員の人件費だけでなく、社員証の発行・更新、ルール徹底のため
のマニュアル作りなど様々なコストがかかる。同様にネットワークも不便なほどコストがかかり、便
利なほど安い。世界一便利なインターネットは、世界一安く、そしてセキュリティという大きな問題
を抱えるネットワークである。だからといってインターネットのセキュリティを強化して「部外者立
入禁止」にしていくと、閉鎖的となり「世界中が自由につながって、安い」という良さが消えてしま
う。セキュリティのもう 1 つの問題は、万全なものはないということ。セキュリティのために金庫の
鍵のようなものを作っても壊れた時のことを考えると合鍵が必要となり、それを使って開けられてし
まうかもしれない。しかも、その鍵を作った人は開けることができる。インターネットで取引などを
する時は「万全」を求めるのではなく、「常識的」なセキュリティとして、あとは保険などでカバー
することが基本となっている。
【出典：IT 活用の実際】

Windows では、文字を入力する以外のほとんどす
べての操作を、ポインタ（マウスカーソルともいい
ます）を使って行ないます。アイコンやメニューの
上にポインタをのせてマウスのボタンを押す（クリ
ックする）ことで処理を実行できます。マウスには
左右 2 つのボタンが装備されています。マウスを動
かすと、画面上のポインタがその動きに応じて動き
ます。

右ボタン
右クリックするときに
押す。Windows では、
右クリックするとショ
ートカットメニューが
左ボタン

表示される。

左クリックするときに押す。
クリックは 2 種類ある。

●クリック
ボタンを 1 回押すこと。メニューやアイコン、ボタンなどを選択したり、ワープロなどで文字入
力の位置を決めるのに使います。
●ダブルクリック
ボタンを素早く続けて 2 回押すこと。アイコンを選んでアプリケーションを起動する時や、何か
の処理を実行する時に使います。
●ドラック＆ドロップ
ドラッグとは、アイコンなどをクリックして選んだままの状態で別の場所に動かすことです。ド
ロップとは、ドラックして動かしたアイコンなどを、その場所に置くことです。ファイルやアプ
リケーションのアイコンなどを別のフォルダへ移動したり、ごみ箱へ入れて削除する時などは、
アイコンの上にポインタをのせ、左ボタンを押したままパッドの上で指を動かします。目的
の場所まできたら、そこで左ボタンを離します。
●
●
●
●

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？
白川ＯＡインターネット事業部
インターネットの手続きってどうやるの？
TEL：0574-74-0013
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
FAX：0574-72-2008
独自ドメインってどうすれば取れるの？
早い物勝ちってホント？
白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎インターネット接続サービス
◎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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◎文字列に上線や左線・右線を引きたい
「囲み線」ボタンでは文字を四角く囲むようにしか線をつけることができないが、上側だけ、左右
の側だけにつけたい場合「Eq フィールド」を使う。
① Ctrl＋ F9 キーを押す
② { }が挿入されたら、右の例のように入力。
③ { }内に文字カーソルを置いて Shift＋F9 を押
す。

文字列の上側と左側に線がついた
「Ｅｑフィールド」とは分数などを表すための特殊な機能です。これを利用して罫線をつけます。
「¥x」の部分は罫線を付けるスイッチで、四辺の一部だけに付ける場合は「¥to(上側)」
「¥bo(下側)」
「¥le(左側)」「¥ri(右側)」というサブスイッチを追加。

ＵＳＢとは Universal Serial Bus の略で、ＵＳＢに対応する機器を、最大 127 台
まで接続できるインターフェースです。ＵＳＢハブを複数使用することで、最大
127 台(ＵＳＢハブ)のＵＳＢ機器を接続できます。
ＵＳＢ機器の特長は、本機の電源をＯＮにしたまま、取り付け、取り外しが出来
ることでしょう。普段は取り外しておいて、必要な時だけ接続し、使い終わった
ら取り外す、というような使い方が出来ます。

ＬＡＮとは Local Area Network の略で、企業内のパソコンのネットワ
ークのこと。ネットワークの形は様々ですが、オフィスなどで使用され
る小規模ネットワークでは 10/100BASE-T という種類のＬＡＮケーブ
ルを使用する、ツリー形の接続方法が主流。ネットワークの中心には、
サーバと呼ばれる複数のパソコンにサービスを提供するコンピュータ
が存在し、このサーバからハブと呼ばれる中継器を通して、各パソコンが接続される。
ＬＡＮを導入している企業では、通常、ネットワークの管理者が決まっており、ネットワークに接続
するユーザを管理。ユーザは、ネットワーク管理者から、ネットワークに接続する為のパスワードな
ど、さまざまな情報の提供を受けなければ、ネットワークに接続できない。
ネットワーク管理者からは、ネットワークに関する次の情報をあらかじめ受け取る。
・ネットワークに接続するパソコンのＩＰアドレス
・接続するネットワークのワークグループ名
・ユーザー名とパスワード

＜含有成分＞
若芽には特有の爽やかな芳香があり、根茎にαピネンなどの精油成分が含まれている。
＜作り方＞
先端部分の葉と茎を採り、天日で乾燥させ、細かく刻んでおきます。これを 2〜3 掴み布袋に入れ、
お湯をかけて蒸らし、汁と袋を浴槽に入れます。これに根茎を加えるとさらに効き目が高まります。
生の若芽を布袋に入れてお湯に浮かべるだけでも神経が落ちつきます。
＜効能＞
血行促進、精神安静効果があります。ストレス解消や安眠に有効です。他にもしもやけや凍傷のか
ゆみ止め、筋肉痛にも用いられます。
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◎神前式
神道の方式に則り、神社または社を移した神殿で神官が司式。祝詞を読み上げ、
玉串の奉奠や三三九度の杯ごとが行われる。一般的な服装は女性は白無垢
(真っ白な打ち掛けに角隠し)男性は紋付着物と袴。
◎教会式
キリスト教の結婚式を指し、教会または聖壇をあつらえたチャペルで、神父または牧師の司式で、
聖書の導きにより執り行われる。宗派は沢山あり、それぞれの教会に独自の考えが有る。厳格な
カトリック教会の神父なら信者以外の結婚式を挙げなかったり、日曜礼拝を義務づけるかもしれ
ません。プロテスタントの教会は比較的門戸が広い。唯一絶対の神と証人たる出席者を前にして
「無償の愛」を導き、二人の結婚の意志を確かめ、大いなる祝福を与えるセレモニー。
◎仏前式
お寺で行われる仏教の結婚式。現在はあまり一般的ではありませんが菩提寺で結婚式を挙げても
おかしくはない。女性が白無垢姿の頭にかぶる「綿帽子」は本来お寺で用いられた物。
◎人前式
最近注目が高く、都内中心に増えている。
「シビルウエディング」という。日本で増えているのは、
1 つはパーティの中で簡単にセレモニーを済ませてしまう場合、もう一つは「誰もした事のない
オリジナルのセレモニーがしたい」という本格的な人前式希望の場合。これには必ず専門プロデ
ューサと訓練を受けた司式者または熟練した司会者が必要。
＜吉凶を示す暦＞
大安 結納・婚姻等すべての行事に大吉
先負 特に午後が良いとされ、すべてに吉
友引 大安について良い日
赤口 何事も平穏な日。正午を挟む時間が良い
先勝 何事にも早く決断し実行するには吉日
仏滅 何事にも良くないが最近はこだわらない
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鰹節
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アオノリ

お問い合わせは

辛みが食欲を増進。刺激臭の素、硫化アリルが血液をサラサラにする効果
を持つ
さわやかな辛みが味を引き締める。殺菌効果があり、臭みも抑える
まろやかで食べやすくなる。黄身はビタミンやレシチンなどの栄養も豊富
さわやかな香り。免疫力や抗酸化効果の高いカロチン、ビタミン類が多い
ぬめり成分のペクチンやムチンは腸の働きを整え、コレステロールを減ら
す
納豆の粘り気を抑え、食べやすくする。ビタミン C や消化を助ける酵素が
豊富
骨を丈夫にし、イライラを抑えるカルシウム、ビタミンＢ1 を含む
うまみ成分たっぷり。集中力を高めるドコサヘキサエン酸の他、カルシウ
ムの吸収を助けるビタミンＤも
納豆の臭いや癖が消え、酸味と辛みが食欲をそそる。乳酸菌が豊富で整腸
効果も
風味豊かに。食物繊維のほか、粘膜を保護するビタミンＡも多く含まれて
いる

白川 OA／加藤・奥村

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

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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