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DVD レコーダはビデオテープに比べ、録画できる時間が長く画質が良く、
そして格段に便利です。最近のレコーダは、HDD を搭載した機種が主流
です。DVD、HDD 両方に録画できることで、テレビ録画の概念が一変する
ことになりました。DVD の容量は 4．7GB（片面のみ）。レコーダの最高画質で１時間程度、従来
のビデオ画質で 2〜4 時間録画できます。しかし、HDD は 80G〜250GB もの容量があります。この
ため、ふだんは HDD にどんどんとりためて、残したい映像だけを DVD にダビングして保存する使
い方が一般的になりました。
例えば、テレビを見ていて突然、録画をしたくなるとき DVD レコーダの場合は、録画ボタンを押せ
ば機械が勝手に HDD の空いたスペースを探してすぐに録画が始まります。
録画しながらの再生もできます。市販の DVD ソフトを見ながら、あるいは HDD に撮った番組を見
ながらでも HDD に録画ができます。
さらに利用価値抜群なのが「追っかけ再生」などと呼ばれる機能です。2 時間ドラマを予約録画して
外出したけれど、開始 10 分後に帰宅してしまった。こんなとき、レコーダならばそのまま録画を続
けながら同じ番組を冒頭から見ることができます。いわばテレビのタイムテーブルをずらして視聴
できるのです。保存も便利です。レコーダはアナログ放送をデジタルデータに変換して取り込みま
す。そのため、乱暴に取り扱わなければ、半永久的に同じ品質の映像を保存できるとされています。
さらに DVD のパッケージはビデオほどにはかさばりません。HDD の映像を DVD にダビングする
場合も 2 台のデッキをつなげてビデオテープを編集していた人には朗報でしょう。編集機能が充実
しており、CM を抜いたり、シーンを入れ替えたり、DVD の残り容量の計算なども基本的に機械ま
かせでできます。さらにパソコンとの連携を重視した機種もあります。
規格は、書き換えができるか、できないかの二つあります。書き込みは一度限り（書き足しはでき
るものもある）という規格が R と＋R の 2 種類。書き換えができる規格が RW、＋RW、RAM の 3
種類。ただし、書き換えできない R にはすべての機種が対応しており、＋R に対応している機種は
ありません。書き換えが可能な三つについての対応はばらばらです。
しかし、DVD に録画することが前提だった初期のレコーダと異なり、最近はまず、HDD に録画す
るのが基本です。
書き換えメディアとして HDD が使えるので、よほどこだわらない限り、R に保存すればいいので
す。それならどの機種でも再生することができるわけです。量販店では 1 枚 200〜400 円程度で売
られており、今後はますます安くなるはずです。
●
●
●
●

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？
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。
−1−

ワープロお助けコラム
小さな「っ」

「ず」と「づ」

・「わかった」と入力するには･･･
ＴＡ →「た」
ＴＴＡ →「った」
ＷＡＫＡＴＴＡ →「わかった」
・「さっそく」と入力するには･･･
ＳＡＳＳＯＫＵ →「さっそく」

・「こづつみのかず（小包の数）」と入力するに
は･･･
ＫＯＤＵＴＵＭＩＮＯ →「こづつみの」
ＫＡＺＵ→かず」
・
「ずさんなやりかたがつづいている（杜撰なや
り方が続いている）と入力するには･･･
ＺＵＳＡＮＮＮＡ →「ずさんな」
ＹＡＲＩＫＡＴＡＧＡ →「やりかたが」
ＴＵＤＵＩＴＥＩＲＵ →「つづいている」

小さな「っ」は､子音を重ねて入力
「お」と「を」

発音は同じですが､「ず→ＺＵ」「づ→ＤＵ」と
入力

・「おとうさんはえをかく（お父さんは絵を描
く）」と入力するには･･･
ＯＴＯＵＳＡＮＮＨＡ →「おとうさんは」
ＥＷＯＫＡＫＵ →「えをかく」

「ん」

発音は同じですが､「お→Ｏ」「を→ＷＯ」と入
力
「は」と「わ」
・「これは､わらえます」と入力するには･･･
ＫＯＲＥＨＡ→「これは」
ＷＡＲＡＥＭＡＳＵ→「わらえます」
発音は同じですが､「は→ＨＡ」「わ→ＷＡ」と
入力

・
「あすはてんきです（明日は天気です）と入力
するには･･･
ＡＳＵＨＡ →「あすは」
ＴＥＮＫＩＤＥＳＵ →「てんきです」
・「ぎんこうのにんげん（銀行の人間）」と入力
するには･･･
ＧＩＮＮＫＯＵＮＯ →「ぎんこうの」
ＮＩＮＮＧＥＮＮ →「にんげん」
ソフトの設定によって異なりますが､通常は「ん
→ＮＮ」と入力

困ったときの「Ｙ」
・「さ」は「ＳＡ」とキー入力。「しゃ」は真ん
中に「Ｙ」を入れて「ＳＹＡ」と打ちます。
・
「た」は「ＴＡ」とキー入力。
「ちゃ」は「Ｙ」
を入れて「ＴＹＡ」と打ちます。
・
「が」は「ＧＡ」とキー入力。
「ぎゃ」は「Ｙ」
を入れて「ＧＹＡ」と打ちます。
「きゃ」「しゃ」「ちゃ」「にゃ」「ひゃ」「みゃ」
「りゃ」､「きゅ」
「しゅ」
「ちゅ」
「にゅ」
「ひゅ」
「みゅ」
「りゅ」､「きょ」
「しょ」
「ちょ」
「にょ」
「ひょ」
「みょ」
「りょ」など､小さい「ゃ」
「ゅ」
「ょ」が入る言葉は「Ｙ」を使います。
小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」が入る言葉は､真
ん中に「Ｙ」を入れます。
[出典：仕事とパソコン]

単に判断を誤らせるという程度のマイナス情
報以外に、精神的に傷を負わせるような危険な情
報も世の中には存在する。たとえば、インターネ
ットの中には、残酷なシーンの写真や映像なども
存在する。通常の利用ではこのような情報に出あ
うことはないが、掲示板などでは人を傷つけたい
人間が、一見無害で興味深い情報のようによそお
って、これらの有害な情報への入り口を掲示して
いることがある。このような情報は文字通り有害
で、興味本位で見たために悪夢にうなされるとい
うような被害も実際に出ている。通常の世界で
は、そのような有害な情報の配布は禁止されてい
るが、インターネットではすぐそばに有害な情報
があるかもしれない。そのため、そのような情報
があることを理解し、危ないと思ったら、すぐに
見ることをやめる姿勢で利用して欲しい。

・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
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白川 OA

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

韓国では入学時期が３月で、大学入学試験は 11 月初旬に終わります。韓国の受験生も日本の受験
生に負けないくらい試験や競争でのプレッシャーを受けています。進学を希望する学生は高校入学
後、朝７時半から夜９〜10 時まで学校で勉強します。
試験日の、公務員の出勤時間は平常より２時間遅くなります。これは渋滞で遅刻する受験生を防ぐ
ためです。受験会場周辺は夜明けから警官が配置され、交通規制が行われます。それでも遅刻する受
験生のため、警察が待機して遅刻した受験生を会場まで送ることもあります。学校の先生や先輩は早
朝から会場に行き、暖かい飲み物や横断幕を用意して受験生を激励します。試験が始まったあとも、
信仰心の厚い親は、会場入口やお寺や教会行って試験が終わる５時頃までお祈りをします。もちろん
試験前 100 日くらいからお祈りをしたりもするそうです。こうして試験が終わったあとは、それまで
学校から家に帰る時、
「行ってきます！」と先生に言うほど長時間学校で勉強していた生活も一変し、
学校に行っても勉強はせず、昼食前には帰宅するようになります。しかし、その瞬間から、翌年に受
験を控えた２年生が合格を目指してこれまで以上に勉強に拍車をかけ始めるのです。

電子メールや電子会議など、インターネットを使ってコミュニケーションを行うには、いろいろな
ルールやマナーがある。これをネチケットという。ネチケットは、「ネットワーク」と「エチケット」
を合わせた造語である。

【個人情報保護法】
情報化社会の進展に対応して、個人情報の流出・悪用防止を目的とした法律です。今年５月、個
人情報保護法を含む個人情報保護関連５法（民間、行政機関などを対象とした３つの個人情報保護
法と、不服申立てに対する法律など）が成立しました。行き過ぎたメディア規制につながるとの恐
れや、行政による不正利用を防ぐことができないという見方もあり、今後、こうした懸念や不安を
どこまで解消できるかが課題となっています。
【インフラ】
ダム・道路・港湾・発電所・通信施設などの、私たちの生活に不可欠な、生産の基盤を形成する
構造物のことです。最近では、学校・病院・公園・社会福祉施設・環境施設など生活関連のものも
含めるようになっています。
【モバイル】
ノートパソコンや携帯電話・PHS などを使い、外出先でコンピュータを活用すること、また、そ
れに用いる機器のことをいいます。さまざまな種類のモバイル機器が発売されており、外出先から
インターネットに接続し、電子メールを送受信したり、ホームページをみたりすることなどが可能
になっています。
（出典：C-life）

きれいな絵だな、使っちゃえ！
最近のホームページは、文章だけでなく画像も多く使われています。他人のホームページの画像
を著作権者の許可なく自分のホームページに掲載することは、原則的に著作権者の著作権侵害とな
ります。ホームページに限らず他の印刷物に利用することもできません。
最近のワープロソフトでは、ホームページの画像を手軽に取り込むことができるようになってい
ます。ホームページを作る際には自由に絵や写真を利用できる規定となっている素材集のホームペ
ージを利用しましょう。
（出典：はじめよう！パソコンとインターネット）

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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7 月 7 日に行われる七夕（七夕祭り）は、日本に古くから伝わる棚織津女の話と、
中国に伝わる牽牛星と織女星の伝説、このふたつの話にもとづいています。
日本の棚織津女の物語は、村の災厄を除いてもらうため、棚織津女が機屋にこもって、天から降
りてくる神の一夜妻になるという話。また、中国の伝説は、夫婦であった牽牛と織女が天帝の機嫌
をそこね、天の川をはさんで引き離されてしまい、一年に一度だけ、7 月７日の夜に天の川にかか
る橋で会うことを許された、という有名な伝説です。
この中国の伝説が奈良時代に伝わり、日本に古くから伝わる棚織津女の物語が合わさって、現在
の七夕（七夕祭り）が生まれたと考えられています。
七夕が近づいてくると、それぞれの願い事を短冊に書き、笹竹に結び付けて七夕飾りをします。
江戸時代には、この行事は手習い（習字）が上手になるようにとの願いから寺子屋などでさかんに
行われ、その後、学校などでも学問や技芸の上達を願う行事として広まっていきました。
（出典：行事のしきたり）

勝者は失敗した時、「私のせいだ」と言う。
敗者は失敗した時、「あなたのせいだ」と言う。
勝者の口は正直でいっぱい。
敗者の口は弁解でいっぱい。
勝者は苦難を希望に向ける。
敗者は苦難を絶望に向ける。
勝者は子供にも謝る。
敗者は老人にも頭を下げられない。
勝者は倒れれば立ち直って前を見る。
敗者は倒れれば立って後を見る。
勝者は敗者より熱心に働くが、時間に余裕がある。
敗者は勝者より怠けるが、「忙しい」と言う。
（出典：韓国レストラン張り紙より）

白川 OA では、すでに開設済のホームページの
更新や管理業務を行っております。
○周期的な商品陳列、展示
○業務拡大、設備更新に伴う HP の改訂
○データ変更、ニューストピックスの掲載
○定期的サービス
・ ホームページのメンテナンス
・ メール送受信管理
・ ポータルサイトへのリンク
・ アクセスアップのお手伝い
・ マンスリーレポート
・ 関連技術情報の提供
お問い合わせは
白川 OA インターネット事業部 加藤・奥村
TEL：0574-74-0013 FAX：0574-72-2008
e-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp

夫の賞味期限は 10 年。結婚 10 年未満の主婦は「夫」を生きがいと考える人がまだ半数以上いる
が、それ以降になると激減、生きがいとして「食べること」「友人」などを挙げる人が多い。
期間が長くなるにつれ「夫」を生きがいと感じない主婦が多くなっている。その代わり、結婚 10
〜20 年は生きがいとして「食べること」
（44.6％）
「趣味」（39.2％）を挙げる主婦が多く、結婚 20
年以上になると「食べること」に加え「友人」がそれぞれ 50％近くになった。
☆ 結婚 10 年未満の主婦
☆ 結婚 10〜20 年未満の主婦
☆ 結婚 20 年以上の主婦

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

70.3％
52.4％
32.3％
30.4％

子供
夫
夫
夫

（出典：中経、ヤクルト）
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