
夏の一大イベントと言えば、夜空を彩る「花火

大会」。今年は各地で開催中止が相次いでいま

すが、心の中で思い浮かべてみましょう、ズド

ーンと響くあの音、花火が上がった時のあの歓

声、そして夜空を埋め尽くす煌めく美しい光景

を！ 

 
▼打ち上げ数日本一【諏訪湖湖上花火大会】
（長野県）※2020 年は開催中止 

 

▼日本三大花火【全国花火競技大会「大曲

の花火」】（秋田県）※2020 年は開催中止 

 

▼日本三大花火【土浦全国花火競技大会】
（茨城県）開催日：11 月 7 日（土） 

 

▼日本三大花火【長岡まつり大花火大会】
（新潟県）※2020 年は開催中止 

 

▼【隅田川花火大会】（東京都） 
 ※2020 年は開催中止 

 

 
新型コロナウイルス接触確認アプリ 

COCOA (COVID-19 Contact-

Confirming Application) 
厚生労働省が、提供する「新型コロナウイルス

接触確認アプリ COCOA」。皆さんはもうダウ

ンロードされましたか？ 

この接触確認アプリ「COCOA」は、 

⚫ お互いにこのアプリを入れている者同士が、

「15 分間」、「１メートル以内」で接する

と、スマホに記録されます。 

⚫ 利用者の感染が判明した場合、その人（感

染者）が保健所から発行される「処理番号」

を入力します。 

⚫ その人（感染者）と 14 日以内に接触した

可能性がある、アプリの利用者に通知が送

られます。 

※このアプリを利用するには、最新版のダウン

ロードが必要です。もしすでにインストールし

ていた人がいたら、最新版に更新してご利用く

ださい。 

 

 
接触確認アプリって、個人情報が吸い上

げられちゃうの？ 

接触確認アプリ COCOA の気になるセキュリ

ティ面ですが、個人情報の入力は必要ありませ

ん。 

厚生労働省の Q＆A のページより抜粋。 

 

⚫ アプリ登録時に、氏名やメールアドレス、

電話番号や住所など、個人の特定につなが

る情報を入力することはありません。 

⚫ GPS など端末の位置情報は、暗号化され

た状態で、匿名で、アプリ利用者自身のス

マートフォンにだけ記録され、外部には記

録されません。 

⚫ 行政機関や第三者が、接触の記録や個人の

情報を利用したり、収集したりすることは

ありません。 

⚫ この情報は14日後にスマホから自動的に

削除されます。 
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デジタルトランスフォーメーション（DX：

Digital transformation）の略。 

「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でよ

り良い方向に変化させる」という概念のこと

を指します。2004 年、スウェーデンのエリ

ック・ストルターマン教授によって提唱され

ました。また、DX は「デジタルによる変革」

を意味し、ITを利活用した「新しいサービス」、

「新しいビジネスモデル」、「働き方改革」な

ど、社会そのものの変革につながる施策を総

称したものです。 

世界的に見れば、日

本はこの DX の取り

組みが遅れていると

いわざるを得ません。 

日本では、昭和の高

度成長期を経て、大

きな転換期もなく平成、令和と時を進めてき

ました。そこへき

て、今回の新型コロ

ナ感染拡大が「コロ

ナ・ショック」をも

たらしました。各企

業が「今、変わらな

いとアフターコロ

ナ時代は生き残れ

ない」という危機感

を強めています。いつどのようなタイミング

で経済が回復するのか、現時点では誰にもわ

かりませんが、アフターコロナに向けて「何

が起こっても、事業が継続できるように備え

ておくべきだ」という見解が広がっているの

は事実です。そのために欠かせないキーワー

ドが「変革」です。あれほど「日本の商習慣

では廃止は無理」といわれていた印鑑を、つ

いに廃止する企業が出てきました。 

新型コロナウイルスの影響で「（社会や企業

の）デジタルトランスフォーメーション（DX）

が加速する」と答える経営者が多く、新型コ

ロナウイルスへの対応が一段落しても、以前

と同じに戻るのではなく、「これを転機と捉え

て、大胆に変革していく」という企業も増え

ています。 
 

 

 

 

「今」を伝える SNS・Twitter Vol.06 

スマホをお使いの方も、これからの方も。パソ

コムプラザ新浦安のスマホ活用アドバイザーが

12 回にわたって連載記事をお届けします。 

* * * * * 

豪雨に川の氾濫、地震に台風。災害の多い我が

国では、日頃はもちろん、災害時にいち早く知

りたい情報を集めることが大事です。 

情報はいつもYahooやGoogleで検索という

方も多いでしょう。でも地元の情報をすぐに検

索できるでしょうか？近くで落雷があり、その

一帯が停電した、という情報は、次の日にはテ

レビやネットのニュースに取り上げられるかも

しれませんが、「今」その時に検索しても、な

かなか見つからないものです。 

その点 Twitter（ツイッター）は

情報が早いです。政治家から一般

人まで、誰でも 140 文字以内の

短文を投稿するだけなので、最も

気軽に使える SNS といえるでし

ょう。 

「つぶやくことなんて何もない」という人も、

ぜひ情報検索ツールとして使ってみてください。

例えば朝ドラや大河ドラマ。今日の放送分を見

ていて、ほかの人はどんな感想なんだろう？と

思った時に、ツイッターの画面の を押し

てキーワードを入力します。すると、たくさん

の感想を見ることができます。 

「いいな」「私もそう思った！」と感じたら、

を押して共感を示すことができます。 

まずは皆さまが興味のあることや好きなことを

キーワード検索してみてください。 

この人とは好みが合いそう。この人はとてもい

いことを言っている、と思ったら 「フォロ

ーする」を押すと、検索しなくてもいつもその

人の投稿を読めます。 



特に威力を発

揮するのが災

害時。今、目の

前で起きてい

ることを、当事

者自身が投稿

できるので、マ

スコミには撮

影できない現

場の写真や映

像などを見る

ことができま

す。個人レベル

でも、被害の状

況を伝えられ

ます。 

テレビなどで

「視聴者提供」

という動画は、

こうしたツイッ

ター経由のも

のが多いです。 

投稿する時は

羽根ペンの

マークを押

し、140 文字

以内で入力し

たら、最後に

「ツイートす

る」を押しま

す。文面の中

に、 「♯」

をつけたキー

ワードを入れ

ておくと、投

稿が検索され

やすくなりま

すよ。「♯」

を付けた言葉

を「ハッシュ

タグ」と言い

ます。 

（パソコムプラザ新浦安 

スマホ活用アドバイザー・増田由紀） 

 

 

 

 

 

９月生を募集します 

久しぶりに新規生徒の募集をいたします。 

新型コロナの影響もあり、クラス人数は通常

の半分での募集です。 

また、リモート受講もご用意しております。 

今後の情勢を考えて、準備期間として受講生

全員に、リモート受講の体制づくりをお手伝

いいたします。 

今回の募集クラスは、 

大船教室 
★火曜日午前クラス（10:00～12:00） 

★木曜日午後クラス（13:30～15:30） 

 

港南台教室 
★水曜日午後クラス（13:30～15:30） 

です。 

途中にコーヒータイムを設けて、ゆったりと

学んでいただける環境をご用意しておりま

す。まずは、ご連絡ください。 

 

大船教室 0467-40-2330 
 

港南台教室 045-832-1121 

 
 

ワードで「マスクケース」作成 

大船教室、木曜午前クラスで「マスクケー

ス」を作成しました。 

好みのイラストを配置して、裏側には名前も

入れて。 

素敵な「マスクケース」が出来上がりました 

(^^♪ 
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1,000 円講座 講座の内容 開講日時 講師 

Google の 

サービスを 

使ってみよう(3) 

Google フォト

の便利な使い方 

写真のバックアップのために、そして「おもいで」をバック

アップするために。スマホから写真をバックアップするのは

本当に簡単です。しかも、時系列に並び変えされているので、

振り返りにもとても便利です。Google ならではの便利な機

能を少しでも覚えていただけるように、お伝えします。 

卒業生で Zoom の使い方などご不安な方には別途「Zoom 

受講講座」もご用意させていただいています。 

8 月 25 日(火) 

13：30～14：30 
小野 薫 

   

＜ハイキング倶楽部のお知らせ 旧東海道を歩く(8)＞ 

日時・場所 8 月はお休みします。現在二宮まで進みました。 

 

 8月号のお題は「ご近所歩きで新発見」です。

1000円講座 「Zoom 遠隔講座」のご案内
今月はZoomを使った遠隔授業でおこないます。Zoomについて事前学習もご用意しています。

お申し込みは、ホームページよりお願いいたします。

町内会の役員をしていると、自然と地域を歩くことが増え

ます。 

役員になってから発見したのは、ご近所に七曲りという場

所があるのですが、そこに記念碑があること。 

そして、裏山に横穴墓がたくさんあること。 

また、今年になってから初めて本郷ふじやま公園に行って

みました。 

最近教室のハイキング倶楽部で「旧東海道」を歩いていま

すが、歴史を感じる記念碑や看板などが、案外多く設置さ

れていることに気づきます。 

皆様も、歴史散歩がてらご近所歩きしてみませんか？ 

<キリマンジャロ> 

 

自宅から歩いて3分？！ 周りにコンビニもお店もない住

宅街にお弁当屋さん発見！見た目は普通の個人宅です。家

の前にメニューの手書きボードが出ていました。WEB 発

信はインスタのみ。営業は週 4 日、夏は長期お休み。小学

生のママさんかな？？土曜限定のスペシャルサンドイッチ

でブランチデビューしたいなぁ・と思っています。 

∞～ カモミール ～∞ 

 

最寄り駅周辺が劇的に変わりました。駅前の学校が反対側

に新たに移設され 跡地に看護学校とリハビリテーション

病院ができ、介護施設が隣接しています。公園も隣接して、

イタリアンレストランも開店しました。郵便局とドラッグ

ストアも隣接しています。帰り道いろいろ便利になりまし

た。 

：：：： 抹茶 ：：：： 

数年前にモノレール脇の崖を崩し宅地化して売り出され、

やっと新築の家が建てられました。そこを通ってみると大

きな看板に〇〇寺と書かれ、場所も建物も意外でビックリ

しました。看板が無ければ普通のお宅です。早速 ネット

検索すると掲載されていました。昔の様に檀家を持ったお

寺のイメージとは随分と変わったものですが、これも時代

の流れなのでしょうか。 

〜エスプレッソ〜 

 

曹洞宗 本郷山 正翁寺です。後ろに山があり、鳥のさえ

ずりも聞こえ、優しいお顔の石仏もありました。 

本尊は雲慶作、虚空蔵菩薩で室町時代の後期、鎌倉の地を

護るために作られたそうです。慶長 6 年、1601 年に韓

嶺良雄大和尚によって開かれたそうです。身近に歴史を感

じることができました。 

◇ カフェオレ ◇ 

 

最近、というわけでもありませんが、家の近くを歩いて発

見したのは「意外と多い神社」です。青木神社は割と知ら

れてると思いますが、すぐ近くに鹿島神社、天照皇大神宮

山王神社とあって、ちょっと石段を登ってみると「神域」

を感じます。道路まで降りると「世俗」の空気が感じられ、

俗な私はホッとします。 

▲茶柱▼ 

麦さんによるイラスト AC のイラスト 

 


