
3 月に入りました。3 月は弥生（やよい）。「木
き

草
くさ

弥
いや

生
お

ひ茂る月」を縮めて、弥生月です。 

日本には「和風月名」（わふうげつめい）という、みやびな月の呼び名があります。 

睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、文月、葉月、長月、神無月、霜月、師走。 

それぞれどういう経緯でその名称になったのかは、諸説あるそうです。 

空に目を転じれば、月の満ち欠けごとにその姿を変える月。月の呼び

名も色々ありますが、満月の「英語の呼び名」に注目してみました。 

アメリカのネイティブアメリカンが使っていたとされるもので、季節

の移り変わりの満月を、農作業や狩猟などに適した時期の目安にして

いたそうです。 

⚫ 1 月 ウルフムーン Wolf Moon ：オオカミが空腹で遠吠えする季節の満

月 

⚫ 2 月 スノームーン Snow Moon ：雪で狩猟が困難になる季節の満月 

⚫ 3 月 ワームムーン Worm Moon ：土から虫が這い出る季節の満月 

⚫ 4 月 ピンクムーン Pink Moon ：芝桜などの野花の季節の満月 

⚫ 5 月 フラワームーン Flower Moon ：花の季節の満月 

⚫ 6 月 ストロベリームーン Strawberry Moon ：イチゴの収穫の季節の満月 

⚫ 7 月 バックムーン Buck Moon ：牡鹿の角が生え変わる季節の満月 

⚫ 8 月 スタージャンムーン Sturgeon Moon ：チョウザメ漁を始める季節の満月 

⚫ 9 月 ハーベストムーン Harvest Moon ：作物を収穫する秋分後の季節の満月 

⚫ 10 月 ハンターズムーン Hunter’s Moon ：夏の間に太った動物を狩るのによい季

節の満月 

⚫ 11 月 ビーバームーン Beaver Moon ：ビーバーを捕るための罠を仕掛ける季

節の満月 

⚫ 12 月 コールドムーン Cold Moon ：冬の寒さが厳しくなり、夜が長くなる

季節の満月 

 

 

 
Clubhouse（クラブハウス）は 1 月下旬から話題になっている、声で楽しむ SNS

です。現在は iPhone（とショートメールができる iPad）にしか対応していませ

んが、Android 用アプリもそのうち登場することでしょう。 

ネットのニュースだけでなくテレビでも取り上げられたことから、生徒さんから

のご質問も増えてきています。 

SNS で利用者が多いものには、Twitter（ツイッター）や Instagram（インスタグラム）、

Facebook（フェイスブック）などがありますが、この Clubhouse（クラブハウス）も新た

な SNS です。SNS には、文字や写真、動画を投稿したり、実名で登録したり、「いいね」を

押せたり、コメントを送るなどのメニューがあります。でもこの Clubhouse にはそうしたメ
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今月の話題・今月の質問（その 240）：クラブハウスって何？ 



ニューはありません。単純に声だけで楽しむ SNS です。後で聞くための録音機能もありませ

ん。 

「ルーム」と呼ばれる談話室に集まって、「おしゃべり」をするのです。雲の上にある「談話

室」のようなイメージです。 

その談話室には、ガラス戸があって、中にどんな人がいるのか見ることがで

きます。知り合いがいれば、その部屋に入っておしゃべりをすることができ

ます。また、談話室の中にいる人に「一緒にしゃべろうよ」と誘われること

もあります。 

リアルな談話室と同じように、黙って人の話を聞いているだけでもいいです

し、手を上げておしゃべりに参加することもできます。 

■ルームには次の 3 種類があります。 

（１）誰でも参加できるルーム 

（２）フォローしている人だけが入れるルーム 

（３）仲間内だけで楽しむ秘密のルーム 

▼仲間たちと楽しむルーム  ▼著者さんや講演家の方が主催するルームに

入って話を聞く 

▼一人が定期的な時間にルームを開いてしゃべっているラジオ番組ようなルーム 

▼企業の方に直接質問ができるルーム  ▼コンサルタントの方にアドバイスをもらうルーム 

▼子育て相談などができるルーム  ▼好きな映画について話し合うルーム  ▼ラジオドラ

マが聞けるルーム  ▼業務連絡に使うルーム  ▼友だちを増やすことが目的のルーム   

などがあります。 

■参加者には次の 4 種類があります。 

（１）モデレーター（主催者） 

（２）スピーカー（話せる人、マイクが使えるようになってます） 

（３）参加者（スピーカーがフォローしている人、手を上げれば話すチャンスがあります） 

（４）聴衆者（一般的な聴衆、手を上げれば話すチャンスがあります） 

講演会を聞きに行っても、ゲストスピーカーの人と話すチャンスはそうそうあり

ませんが、Clubhouse ではそんなチャンスも回ってくるかも！ です。 
YouTubeで Clubhouseについて少し説明をしてみました。→ 
ご興味がある方はぜひご覧になってみてください。 

 

 

 

G メールの画面で「アーカイブしますか」とメッセージが表示され、思わず

「はい」を押してしまったら、メールが見えなくなってしまった・・・。 

「アーカイブって何だろう？」と思って、押してしまったら、Google フォ

トから写真が見えなくなってしまった。こんなご経験ありませんか？ 

「アーカイブ（archive）」は、「公文書」「保存記録」「記録保管場所」など

の意味を持つ英単語です。 

G メールであれば、メールは通常【受信トレイ】に保存されますが、「アー

カイブ」するとそのメールは【すべてのメール】へ移動します。受信トレイから消えるので、

「あれ、なくなった！？」と思うのですが、なくなっているわけではありません。 

Google フォトの場合、写真を【アーカイブ】すると、その写真は【ライブラリ】の中の【ア

ーカイブ】に移動されます。 

「アーカイブ」は削除でも非表示でもなく、「データを元の場所から別の場所に移して保存す

る」という意味だと思ってください。 

  

アーカイブ 典 語 用 辞 

https://apps.apple.com/jp/app/clubhouse-drop-in-audio-chat/id1503133294


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNS の使い分け Vol.12 

スマホをお使いの方も、これからの方も。パソ

コムプラザのスマホ活用アドバイザーが12回

にわたってお届けした記事の最終回です。 

*  *  *  *  * 

SNS は Social Networking Service（ソー

シャル・ネットワーキング・サービス）の略。

インターネット上で人々が交流するサービス

です。 

スマホの普及に伴い、SNS を使って多くの人

が時間・場所・国さえも超えて、気軽につなが

ることができるようになりました。 

コロナ禍の中で、人が集まることが制限される

状況がしばらくは続くでしょう。そんな時に、

ネットで人の気配を感じ、人とつながり、話を

聞いたり、おしゃべりしたりする手段を持って

いると、自分の世界が広がります。一人になら

ない。社会と接点を持つ。そういう意識を持つ

ことはとても大切です。 

SNS は決して若い人だけがやるものでも、仕

事で使う宣伝道具でもありません。 

「自分には関係ない」「私には縁がない」と思

わずに、スマホでできる楽しみの一つとして、

ぜひ積極的にトライしてみましょう。 

SNS はどうも苦手という方は、Twitter や

Instagram にある「虫眼鏡」を押して、興味

のある言葉を入れて、まずは見てみるところか

ら始めてみてはいかがでしょうか。 

主な SNS の特徴と使い方をご説明します。 

▼Twitter（ツイッター） 

・140 文字の短文が投稿できま

す。 

・ニックネームで利用できます。 

・「今」起きていることを調べたり、

伝えたりするのに向いています。 

★興味のある言葉で検索してみると、人々が今

どんなことを考えているのかを垣間見ることが

できます。 

例）ドラマのタイトル、流行っていること、

政治家の発言、時事ネタ、買ってみたい商品

など。 

★災害時の情報収集にも大変役に立ちます。 

例）「停電 地名」「給水車 地名」 

★見知らぬ人とも、好きなものや考え方などで

つながることができます。 

例）趣味、好きな俳優、芸能人、有名人の名

前、集めているもの、こだわっているもの 

▼Instagram（インスタグラム） 

・写真を投稿するサービスです。 

・ニックネームで利用できます。 

・「きれいなもの」「可愛いもの」

「美味しいもの」「素敵なもの」

を探したり、見せたりするのに向

いています。 

★見知らぬ人とも、同じ趣味・趣向でつながり

やすいです。 

例）デザートや料理の名前を入れて、美しい

写真を楽しむ。「京都カフェ」「ガラスの器」

「愛犬との暮らし」「練り切り」 

▼Facebook（フェイスブック） 
・実名登録です。 

・投稿を誰に見せるか、その都度、

公開範囲を決められます。 

・実際のつながりを重視します。 

・実際の友だちから、つながりの

輪を広げることができます。 

・文字、写真、動画などが投稿できます。かな

り長文も入力できます。写真は一度に 80 枚

まで投稿できます。 

★リアルな友人、知人関係から、「友だちの友

だち」つながりで、また誰かと知り合えるとい

う輪の広がり、面白さがあります。 

スマートフォンは、写真を撮り、動画を撮影し、

文字が入力でき、インターネットにつながる、

1 台何役もできる便利な道具です。 

慣れてきたら電話や調べ物、LINEだけでなく、

外の世界との扉、コミュニケーションの道具と

しても楽しく使ってみてください。 

（パソコムプラザスマホ活用アドバイザー 

増田由紀） 

★大人の★ 

スマホ活用術 
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3月号のお題は「3・11、東日本大震災から10年。」です。

東日本大震災から 10 年。今年も東北で大きな地震が

あり、安心はできません。 

この 10 年で大きく変わったことの一つに、防災の意

識があげられます。関東で大きな地震が起きた時のこと

を常に想定して、日頃から考えておかなければなりませ

ん。 

避難場所は？食料の確保は？連絡手段の確保は？ 

最近流行のキャンプも立派な防災になります。一つでも

多くの備えをしておきましょう。 

<キリマンジャロ> 

もう 10 年!? 授業中のあの瞬間、「机の下へ！」とク

ラスの K さんからの素早い指示で生徒さんの安全を確

認後、2 か所のドアを開け、倒れそうな仕切り板を押さ

える私の目線の先には、マネージャーさんが水槽を押さ

えていました。生徒さんは徒歩で帰宅。超スピードで校

長先生が港南台教室から大船へ戻られ、停電で真っ暗な

中、Y 先生と私を車で自宅まで送って下さいました。心

から感謝しています。あれ以来、モバイルバッテリー必

携です。 

∞～ カモミール ～∞ 

10 年前の 3 月 11 日 14 時頃でした。その時の光景

を今でもハッキリ思い出すことができます。教室で皆さ

んとご一緒だったので、うろたえることもなく落ち着い

ていられたことに感謝です。震災も、今のコロナも、ま

ったく予想できない出来事で。こんな時に一番大切なこ

とは何かを改めて考えさせられるのですね。 

：：：： 抹茶 ：：：： 

あの時は大変だったと振り返りますが、誰もが一番に

家族との連絡を試みたのではないでしょうか？今はス

マホが普及して情報や連絡手段も増えて便利な反面 

何もかもスマホに頼って使える環境に慣れてしまい、

先日の少し大きな地震の際に慌ててモバイルバッテリ

ーの充電を確認していたのは反省です。 

備えに完璧はないと思いますが、また出来ることから

始めます。 

〜エスプレッソ〜 

あっという間に月日が経ってしまったように感じます。

当日は雪がちらつく寒さで、教室は授業中でした。金

曜午後クラス K さんの号令のもと、混乱もなく揺れが

治まるまで過ごしたことを思い出します。当たり前と

思って過ごしていた日常がとても貴重で大切なことな

のだとあの日に実感しました。 

◇ カフェオレ ◇ 

あれから 10 年、それまで携帯を持ってなかった私が、

iPhone を買うきっかけになりました。 

地震で鞭のようにしなった電線や、一斉に道路にあふ

れ出てきた群衆、TV で見た燃える津波が強烈でした。 

▲茶柱▼ 

マメハルさんによるイラスト AC のイラスト 

 

 

 

 

 

1,000 円講座 講座の内容 開講日時 講師 

goo ブログに 

挑戦！(3) 

パソコンで 

投稿！ 

gooブログ基本の使い方、パソコンで投稿する方法をご紹介

いたします。アカウントをお持ちの方もこれから取得ご希望

の方もご参加いただけます。パソコンの中の写真を投稿する

方法と iPhone、iPad アプリも使って、パソコンでさらに内

容アップの記事に仕上げる方法をご紹介いたします。 

3 月 9 日(火) 

13：30～14：30 
寺尾 明子 

クラウドアプリ 

入門(1) 

クラウドアプリ 

って何？ 

パソコンで便利に使っているワードやエクセルですが、最近

ではそれがインターネットを通じて「アプリケーション」そ

のものを提供する仕組みが増えてきています。 

みんなで共有する情報（ワードやエクセルのデータなど）を、

オンライン上で同時に作業できたり確認できたりしたら便利

ですよね。 

初回は、そんなアプリをいくつかご紹介いたします。 

4 月 14 日(水) 

13：30～14：30 
小野 薫 

   

「1000円Zoom 遠隔講座」のご案内
今月はZoomを使った遠隔授業をおこないます。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。


