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今や、身の回りにあふれているプラスチック製品。そのプラスチックを成形する工程で、アーム
を伸ばして部品を射出するロボットがあることをご存知ですか。Ｓ社は、そんな合成樹脂成形用の
ロボットや FA 機器などの開発設計から製造、販売、修理、保守を行う世界第２位のシェアを誇る
会社。国際部アジア課に所属するＹさんは、今年で入社３年目を迎えます。
仕事は、海外にある現地法人からオーダーを受け、自社製品を船便で輸出する際の注文管理から
納品までを扱ったり、国内の得意先企業が海外進出する時に現地と交渉したりしています。
「今は中
国担当で、香港や上海がメイン。海外とのやりとりはメールが中心だから、毎日パソコンとにらめ
っこですよ」
ビジネスにおける人との関わり、特に外国人とのやりとりは、あいまいな表現は一切認められな
いと言います。「たとえば、『ちょっと待ってください』というあいまいなやりとりじゃダメなんで
す。『何月何日まで待ってください』と答えないとビジネスとして成り立たない」
そもそもＹさんの大学時代の卒業研究はフランス文化。大学４年間を終了後、研究生として１年
間を過ごしました。
「就職するなら国際文化に関わる企業と思っていたけど、就職活動がうまくいか
なくて勉強しようと。でも、２年目はどうしようか考えながらフリーターの道を歩んでいました」
学生時代からのバイトを続けながら次第に「必ず就職する、それも海外に関わる仕事を」という
気持ちが強くなり、精力的に就職活動をしたそうです。でもその状況は甘いものではありませんで
した。
「大学生には就職のための情報がいっぱいある。でも、一度フリーターを選んでしまうと情報
は少なく、ましてや中途採用扱い。すごく状況が厳しい。今、大学 3 年の弟は、あの時の僕を知っ
ているから、絶対にフリーターにはならないって断言していますよ」
大学時代に１ヶ月ヨーロッパを歩き回って養った行動力を持ってしても、ハンデを背負った就職
活動は厳しいもの。文系出身で製造業を選択したことについては「 海外 をキーワードに企業を選
びました。業種という枠にこだわるより、海外という舞台でできる仕事を。これに気づいたことで
目の前がパッと明るくなった」と、今まさに就職活動中の中部大生へうれしいアドバイス。
「漠然と
就職といっても見えてこない。例えば海外に関わる仕事なら最初から外資系だけに絞るのではなく、
自分なりにやりたいことのキーワードを持つことが、今流の就職活動ではないかと思う」身をもっ
て体験したＹさんの実のある言葉。今は、中国との貿易について極めることが一番の目標とのこと
ですが「実力をつけ、いつかフランスに関わる仕事が出たら手を挙げたい」と抱負を語ってくれま
した。
（出典：中部大新聞）
●
●
●
●

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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① 第 3 世代の威力を感じる TV 電話、動画受信
② 「骨伝導」「道案内」「海外 OK」など用途に応じて
③ 最新機能にこだわらないなら、値下がり激しい旧機種がおトク
機種名
(

)内は製造元

電話会社

特徴

実売価格
(上段は東京、
下段は大阪)

ｶﾒﾗ画素数
最速時のデ
ータ通信
連続通話

マルチメディアを楽しむ
FOMA
W11H
N900i
(日立ＳＳ)
（NEC）
Docomo
KDDI
テレビ電話
専用 CH
自分の顔や 高速通信を
キャラクタ 定額で。映
の表示会話 画情報など
配信
27,400〜
17,800〜
28,800 円
24,800 円
24,800〜
15,500〜
28,800 円
19,800 円
100 万
31 万

外出先で威力を発揮
A5502K
(京セラ)

TS41
(三洋ＴＣ)

KDDI
歩行者ナビ
地図と音声
で目的地ま
で案内

ツーカー
骨伝導
ほお骨など
に当てて通
話

14,800〜
19,800 円
14,500〜
16,800 円
100 万

4,800〜
7,800 円
2,800 円

仕事に便利な機能
FOMA
V801SA
SH900i
(三洋ＴＣ)
（ｼｬｰﾌﾟ）
Docomo
ボーダフォン
表などの表示
海外利用
エ ク セ ル や そのまま海外
PDF 形式のデ で通話やメー
ータ表示
ル利用
31,800 円

29,800 円

なし

26,800〜
28,800 円
202 万

23,500〜
28,000 円
31 万

384kb/sec

2.4mb/sec

144 kb/sec

28.8 kb/sec

384 kb/sec

384 kb/sec

約 140 分

約 180 分

約 150 分

約 140 分

約 140 分

国内 170 分

（出典：日本経済新聞）

ネット使用時に定期的に広告画面が現れたり、ブラウザのスタートページがいつのまにか変更され
ていたりと言う経験はないだろうか。覚えのある人はパソコンにスパイウェアが組み込まれている可
能性がある。
スパイウェアはネットで無料配布されているソフトを取り込んだり、怪しげなサイトを閲覧したりす
ると自動的に組み込まれる。パソコン利用者がどんなサイトを訪問したかなどの情報を探り、ひそか
に送信したりするプログラムで、冒頭の例のような悪さもする。このスパイ対策について心強い味方
になりそうなのが「群青」氏の「アダルトサイト被害対策の部屋」。アダルト、とあるのは成人向け
サイトからスパイウェアが組み込まれる例が多いため。海外のものを含め幅広い情報を整理しており
役に立つ。
まずは「スパイウェア関連」コーナーで、どのようなスパイウェアがあるかを見ておこう。種類の多
さに驚かされるはずだ。無害なものも多いようだが、パソコンからどのような個人情報を得て送信し
ているかも分からないし、パソコンの動作を不安定にするものもあるので除去しておくに越したこと
はない。
（出典：テクニカルライター
伊藤國士）

●快眠の秘けつは朝の起床時間にある。
●わずかな昼寝で午後の仕事の効率が向上。
●自分にあった快眠法を工夫しつくりだす。
●就寝前のリラックス法を見つける。
●光、音などの寝室環境を整える。

●眠気が来るのをじっくり待つ。
●不眠が続くとき、早目に医師に相談する。
●交代勤務を工夫し睡眠時間を確保する。
●十分な睡眠でヤル気がアップ
●日中の充足感が快眠のバロメーター。
（出典：日本経済新聞）

・オペレーション問い合わせ
白川 OA
ＴＥＬ：0574-74-0013
・コンピュータ関連消耗品
ＦＡＸ：0574-72-2008
・システム／ソフトウェア問い合わせ
e-mail：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
−2−

①クレジット番号入力型
番号を入力するだけで済み、オンライン決済の
主流となっています。
1.信頼できるサイトか
2.番号を送信するとき、暗号化されているか
（プラウザに鍵マークが表示される）
に注意して利用しましょう。
②ブロバイダ決済型
自分が契約しているブロバイダが代理で決済
する仕組みです。
③代金引換型
郵便・宅配便などで商品が届けられたときに、
その代金を支払うものです。
④電子マネー型
コンビニなどであらかじめプリペイドカード
を購入し、その番号を入力して、オンラインで
決済します。
※海外の通信販売の注意点
支払いや、商品の配送、返品や交換などの規定は
必ず確認しましょう。

・信頼できるサイトか否かを見分ける目安
1.販売価格・送料
2.商品の引渡し時期など
3.商品の返品・交換の可否
4.販売業者の名称、住所、連絡先
などわかりやすく表示されているかどうか
を確認しましょう。
インターネット利用世帯 34.8％
デジタル加入者線（ADSL）
・・・・・11.8％
アナログ電話回線・・・・・・・・・ 9.1 ％
ＩＳＤＮ・・・・・・・・・・・・ 6.8 ％
ケーブルテレビ・・・・・・・・・・ 4.4 ％
ネット利用の目的
情報収集・・・・・・・・・・・・・37.7％
電子メール・・・・・・・・・・・・30.6％
ネットショッピング・・・・・・・・11.5％
オークション参加・・・・・・・・・ 4.2 ％

（出典：総務省）

Ｑ．毎日撮った画像がいっぱいで、ごちゃごちゃになってしまうが…？
Ａ．「アドビ フォトショップアルバム 2.0 ミニ」
（http://www.adobe.co.jp/products/photoshopalbum/starter.html））
無料ソフト。パソコンで画像を日付ごとにカレンダーのように整理でき、名札をつけて保管でき
る。画像の補正機能も有。
Ｑ．たくさんの仲間に撮った写真を見てもらいたいが…？
Ａ−1．「マイアルバム」（http://www.myalbum.ne.jp/）
ネット上に写真を無料で保管。仲間にアドレスとパスワードを知らせれば、自由にアルバムを見
られる。ギャラリーに投稿すれば「動物・ペット」「旅行・レジャー」などテーマごとに自分の
アルバムを一般公開できる。費用を出せばアルバムからオンラインでプリント注文。写真集にす
るサービスもある。
Ａ−2．「ライブドア ブログ」（http://blog.livedoor.com/）
日記形式で公開。日付、タイトル、内容ごとに並べ替えて読める機能や感想を寄せる機能もある。
現在約 15000 件の登録がある。携帯電話からの投稿（モブログ）や携帯電話でブログを読むこと
も可能。

白川オフィスオートメーション

情報満載！● 月々のおすすめ情報
● 特価情報
● ぱソコン楽習帳

http://www1.ocn.ne.jp/~soa/

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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●中小企業庁ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・http://www.chusho.meti.go.jp
●日本商工会議所ホームページ・・・・・・・・・・・・・・http://www.jcci.or.jp
●東京商工会議所ホームページ・・・・・・・・・・・・・・http://www.tokyo-cci.or.jp
●日本税理士会連合会ホームページ・・・・・・・・・・・・http://www.nichizeiren.or.jp
●日本公認会計士協会ホームページ・・・・・・・・・・・・http://www.jicpa.or.jp
●日本行政書士会連合会ホームページ・・・・・・・・・・・http://www. gyosei.or.jp
●全国信用保証協会連合会ホームページ・・・・・・・・・・http://www.zenshinhoren.or.jp
●商工組合中央金庫ホームページ・・・・・・・・・・・・・http://www.shokochukin.go.jp
●中小企業金融公庫ホームページ・・・・・・・・・・・・・http://www.jfs.go.jp
●国民生活金融公庫ホームページ・・・・・・・・・・・・・http://www.kokukin.go.jp
（出典：中小企業の会計 35 問 35 答）

も言われます。網膜にはロドプシンというタ
ンパク質があります。このタンパク質が光の
刺激を受けて分解し、信号を脳に伝える事で
物が見えます。ブルーベリーの色素の中に含
まれるアントシアニンという成分が、このロ
ドプシンの再合成を助けると言われていま
す。このアントシアニンという成分は赤紫の
色素で、ブルーベリーの他に、ブドウの皮、
赤ワイン、赤キャベツ、プルーンなどの含ま
れていますが、ブルーベリーが一番このアン
トシアニンを含んでいます。また、アントシ
アニンには種類があるのですが、含まれる種
類の豊富さもブルーベリーが一番です。
ブルーベリーは 1 日当り 40ｇ（20〜30 粒）
を食べると効果的です。この効果は、４〜24
時間くらい持続すると言われてます。朝召し
上がって効果を一日持続させるというスタイ
ルが理想的ではないでしょうか。

パソコン仕事で目が疲れる事が多くなった
ように思えます。パソコン仕事などによる疲
れ目の原因は、6 割が「ドライアイ」によるも
のです。
「ドライアイ」とは、涙の膜がはがれ、
目が乾く状態のことを言います。涙を分泌す
る涙腺の具合が悪く、分泌する量が減り、涙
が目全体に行き渡らない、表面にとどまらな
い、また涙の蒸発量が多いということによっ
て目全体に広がります。パソコンをしている
と瞬きの回数（通常１分間 15 回程度）が減り、
涙が全体に広がらなくなって「ドライアイ」
になります。こういった事を避ける為には、
①意識して瞬きをする、②画面を見下ろせる
ようにパソコンを配置する、③画面と周囲の
明るさを合わせる、④画面にフィルターをか
ける…といった環境を作る事も目に優しい環
境作りと言えます。
また、「目の疲れにブルーベリーが効く」と

興味深いのは、コンピュータは人間の文化と逆方向に進歩しているということである。人間は動物
だった頃から、周囲を認識し、知識や経験を積み重ねて、いろいろなことに対応してきた。そして、
身振り手振りや音によるコミュニケーションを行うようになり、後年やっと文字を手に入れる。さら
に、数字や式を使った複雑な計算ができるようになった。
これに対し、コンピュータは人間には不可能なほどの計算能力をもちながら、未だに周囲を認識し、
経験をもとに対応することについては、動物にも劣っており、最先端の研究課題となっている。

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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