
東京 2020 オリンピック・パラリンピックが幕を下ろしました。出場されたアスリートの皆

さんの雄姿は、私たちに勇気と感動を与えてくれました。ひとりひとりにストーリーがあり、

様々な困難を乗り越えての晴れ舞台でした。本当に素晴らしい感動をありがとう！ 

 

 

GPS とは「Global Positioning System（全地球測位システム）」の略称です。もともとはア

メリカで軍事用に開発されていた技術でしたが、現在は飛行機や船舶、自動車といった乗り物

をはじめ、個人が持つスマートフォンにも搭載され、世界中で利用されています。GPS の仕

組みは、GPS 衛星の電波を端末が受信し、位置・距離・時刻などを計算して現在位置を測位

するというものです。日本では国内の位置情報の精度を上げるため 2010 年に準天頂衛星シ

ステム「みちびき(QZSS)」を打ち上げました。みちびきは日本版 GPS とも呼ばれており、

誤差 10cm 程度と言われるほど正確な位置情報を取得できるようにな

りました。 

近年活用の場が増えた、ドローンを操作する際に機体の位置を測定している

のも GPS です。GPS 受信機、背景地図を表示するコンピュータシステム

の低価格化や小型化が進み、カーナビやスマートフォン、ドローンなどへの搭載

が増え、さまざまな分野で GPS を利用したサービスが提供されています。 

 
そこが知りたい！★GPS ってプライバシーは大丈夫？★ 

スマホの「地図」で現在地表示やルート案内をしたり、「カメラ」の撮影場所

記録、「天気・防災」で付近の気象状況や注意報・警報を確認する時など、私

たちはさまざまな場面で活用しています。ですから、基本的には GPS はオン

にしたままで使いましょう。 

一方で、あまり認識していないところで位置情報が使われていることも、知っておきまし

ょう。膨大な位置情報のビッグデータが、渋滞情報、混雑状況、地図のメンテナンス、災

害の発生時やコロナ禍なでの人流分析や、対策の検討などにも使われています。 

位置情報は特定の個人を識別できる名前やユーザーID などと紐付けられると、個人情報に該

当します。そのため、事業者団体では「スマホの位置情報データを個人情報とは紐付けないこ

と」を定めたガイドラインを作成して監視の目を厳しくしています。 

スマホの GPS 利用はアプリごとに設定できます。自分のスマホで確認してみましょう。 

iPhone 

① [設定]→[プライバシー]→[位置情報サー

ビス]とタップします。 

② アプリをタップして、位置情報の利用をど

こまで許可するかを決めます。 

 

Android 

① ホーム画面でアプリを長押しします。 

② アプリ情報をタップします。 

③ [権限]をタップします 

④ [位置情報]をタップして、どこまで許可す

るかを決めます。 
GPS を利用しないアプリは、「なし」にしておき

ましょう。 
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「GPS」って何の略？     ドローンと GPS の大事な関係  



 

 

 

 

 

パソコン教室 20 年生 パソコンは人生を豊かにしてくれます 

毎週金曜日９時 45 分、

自宅前にタクシー到着。

「いつものパソコン教

室だね」と運転手さん。

顔馴染みになった運転

手さんも多いです。タ

クシーで通うようにな

ったのはいつ頃からだ

っ た か し ら ？ 確 か

2019年６月からだと

思います。85 歳も後半の私は、パソコン教

室に通う様になってなんとこの６月で丸 20

年になりました。教室も何度か移転し 13 年

前に今の場所に落ち着きました。私の教室へ

通うスタイルも「バスと徒歩」、「夫の運転で

送迎」、「タクシー」と変わっていきました。 

西先生は私の娘と同年齢で親しみ易く、とて

も優しくて、センス抜群。すぐに忘れてしま

う私の様な高齢者にも何度でも丁寧に教えて

下さるのです。この 20 年の間に私は入退院

が２～3 回ありましたが、必ず復帰して通い

続けています。私達と同年代の方ではパソコ

ンが出来る方が殆どみえません。低学歴で劣

等感をもっていた私は、今は全くそんな気持

ちはありません。そして今では Zoom やパワ

ーポイントなど新しいことにもチャレンジし

ています。習っていて楽しくて仕方がありま

せん。 

今迄で思い出深いのは、ワードの図形でマッ

チ箱の展開図を描き、デザインしたものを60

個以上作ったことです。その中にのど飴を入

れ、以前在籍していた「混声合唱団」の団員

みなさんにお年玉としてプレゼントした事で

す。そんな事知らない団員の皆さんはとても

ビックリされ喜んでいただけました。苦労し

て作って良かったなと嬉しく思いました。 

又、ラジオ番組や新聞社主催のアンケート、

リクエストなどもネットから投稿して採用さ

れた事も 10 回以上あります。これもパソコ

ンが出来るからの事ですよね。 

教室では 15 分のティータイムがあり、美味

しいコーヒーを出して戴きます。今はソーシ

ャルディスタンスに配慮しながらですが、お

喋りに花が咲きます。その中から得ることが

できる情報もたくさんあります。それも楽し

いひと時です。私はお花が大好きで、庭には

季節毎に咲く樹木の花、球根や宿根草、又新

たに種を撒いて育てた花達の開花するのが待

ち遠しくて楽しみ

です。お花を教室へ

持って行き飾って

頂けるのも嬉しい

です。 

人生を豊かにして

くれているパソコ

ンや、お花に感謝の

日々です。ありがと

う！これからも老

齢に負けず頑張っ

て楽しい余生を送

りたいと思います。 

 
長谷川さんはパソコンとお花が大好き！パソコンで毎日日記を付けたり、包装紙やメッセージ

カードも季節の絵柄や言葉を添えて手作りされます。何気ない日常の中にパソコンでできるこ

とを沢山取り入れていらっしゃいます。そしてお花の名前は誰よりも知っているのではと思い

ます。私は花の名前が分からないときが多いので、そんな時はまずは長谷川さんに聞いていま

す。 

10 年以上前から続けている BLOG「ほのぼの日記」でもたくさんのご自宅のお花が紹介され

ています。これからも楽しいパソコンライフを！！どうぞよろしくお願いいたします。 

「ほのぼの日記 http://kireinahanagasuki.blog137.fc2.com/」 
  

私の散歩道 
Vol.7 ホームコンじゅく瀬戸赤重教室（愛知県）長谷川美智子さん 

 



おてがる講座「Windows11 を知ろう」 

 

9 月 22 日（水）13：30～14：30 でおて

がる講座「Windows 11 を知ろう」を実施

させていただきました。 

講座開始前に、ご参加者のお名前を拝見して

ビックリ！！ 

なんと、生徒様の皆さんは日頃の授業でも使

用しているテキスト「いちばんやさしい 60

代からの」シリーズの著者、増田由紀先生の

お名前を見つけちゃったんです。 

いやー、増田由紀先生の前で授業するのはか

なりのプレッシャーですよ！ 

いつも以上に緊張感のある私の授業。。。 

でも、こうしてご参加いただけるなんて本当

に光栄です。 

ついつい、調子に乗ってご参加者の皆さんに

は、さも仲良さそうにご紹介させていただい

ちゃいました。（笑） 

教室の歴史や教えるスキルから言っても、本

当に尊敬できる大先輩なんですけれどね。 

それにしても、普段会えないような先生に会

えた今回の講座にご参加者の皆さんは、ラッ

キーでしたね！ 

これも、Zoom による授業の恩恵ですね。 

 

さて、いつもいつもご参加いただけることが

ありがたく、今日の講座も自分の調べた内容

に、自分の感想を交えてお話しさせていただ

きました。 

少しでも参考になっていれば幸いです。 

次回は、来月 10 月 13 日（水）を予定して

おります。 

「Mac PC を見てみよう」 
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げており

ます。 

 

 

大船 1,000 円ランチ「蕎麦しん」 

今月は今年 6 月に開店された、「蕎麦しん」

さんです。 

営業時間は 

平日・・・11：00〜23：00 

土曜・・・ 9：00〜23：00 

日曜・・・ 9：00〜14：00 

とのことです。 
※緊急事態宣言下で変更されている可能性があります。 

注文は券売機方式です。 

 

 
 

★9 月 15 日リリース E テキスト★ 
・W-0196：シェイプアートでトラを描こう 

・ma-0004：写真アプリとプレビュー  
今月のパソコープテキスト 

ら し せ お 掲示板 

 

 

今月の【iPad でお絵描き講座】 

「コスモス」 
加藤君代さんの作品 
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10月号のお題は「里帰りの手土産におススメは、これ！」です。

実家に帰るときに買っていく定番は「崎陽軒のシウマ

イ」です。 

真空パックなら日持ちもするからお使いには最適です。 

そういえばサラリーマン時代は出張のたびに新横浜駅

で「シウマイ弁当」買って車内で食べてたっけ。 

<キリマンジャロ> 

「ヨックモック」のクッキー詰め合わせ「サンクデリ

ス」。夫の実家に帰省していた頃、隣近所のお世話にな

っている方への手土産 10 個。同じ種類でサイズが選

べて重くなくて、賞味期限の長いもの、、です。洋菓子

を購入するには、車で 30 分！という場所なので、皆

さん、いつも喜んでくださいました。手土産を渡すと

すぐに、「行ってくるね」と、ニコニコとご近所さんへ

出掛けて行く母でした。母への手土産は「銀座あけぼ

の」の「栗最中」。程よい大きさと甘すぎない餡に栗が

入っているのがお気に入り。 

∞～ カモミール ～∞ 

横浜赤い靴本舗「横浜チョコレート 赤い靴」少女のシ

ルエットが描かれたパッケージを開けた瞬間、心とき

めく小さな赤い靴のチョコレートがお目見え。ワクワ

クしながら包みを開ければ、懐かしい味わいのミルク

チョコレートが楽しめます。横浜港が舞台の童謡『赤

い靴』をイメージして作られた、キュンと可愛いチョ

コレートは横浜お土産のプチギフトにぴったり。価格

は 1 足 291 円〜。 

：：：： 抹茶 ：：：： 

バナナカスタードクリームがスポンジケーキで包まれ

た「東京ばな奈」です。 

形も可愛いバナナの子供の様で柔らかく口の中でとろ

けそう〜 

どこにもありそうなスポンジケーキですが、このバナ

ナクリームはとても美味で他には無く喜ばれ、お土産

には軽くてお勧めです。可愛いキャラクターの焼印が

入ったものやチョコ味など次々と違った商品に出会え

て自分のおやつにも^_^ 

〜エスプレッソ〜 

「ありあけのハーバー」です。定番のダブルマロンは、

子供の頃から変わらずの美味しさです。 

今は、浜なしを使った限定商品など、いろいろな味の

ハーバーを楽しむことができます。 

◇ カフェオレ ◇ 

以前、帰省するときに父から「商店街で売ってるよう

なきんぴらごぼうを買ってきてくれ」と頼まれたんで

すが、探し回ったものの、結局なくてがっかり。レパー

トリーが増えたのはいいんですが、お土産にはやっぱ

りお店で売ってるものがいいなと思いました。そんな

わけで「鳩サブレー」をお勧めしておきます。詳しく

ない私なんかが小手先に走ってはだめだな、と。 

▲茶柱▼ 

 

「おてがる講座」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。

 

 

 

 

 

おてがる講座 講座の内容 開講日時 講師 

Mac の PC を 

見てみよう！ 

iPhone、iPad を作っている Apple 社のパソコン「Mac」

を見てみませんか？ 

教室に導入した「iMac」の電源の入れ方から画面の見方な

どをご案内する講座です。 

10 月 13 日(水) 

13：30～14：30 
小野 薫 

バックアップって

何？ 

パソコンが壊れてしまった、買い替えたなどの際に前のパソ

コンから引き継いで新しいパソコンに移したい大切なデー

タ。 

皆さん、バックアップしていますか？ 

大切なデータを守る日頃からのバックアップの考え方や方法

をお伝えする１時間です。 

スマホのバックアップについてもお伝えする予定です 

11 月 17 日(水) 

13：30～14：30 
小野 薫 

   


