
経済活動の平常化を促進するため、ワクチン接種証明アプリが注目されています。

スマホで簡単に提示できるとなれば、更なるワクチン接種率の向上が期待できますね。

今や若者だけでなくシニア世代にとっても生活必需品となりつつあるスマートフォン

ですが、機種変更などのご相談は、教室講師に一言ご相談くださいね。 

そこが知りたい！★USB のこと教えて！Type-C ってなに？★ 

★そもそも「USB」とは… 

USB は、コンピュータに周辺機器を接続するための規格です。規格を統一し、ひとつのポー

ト（挿すところ）にさまざまな機器を繋げるようにしました。ほとんどの PC などのデバイス

に搭載されているので、いろいろ接続できるようになっています。 

★USB には種類がある 

USB Type-A 

主な接続機器：PC（3.0 の方が転送が速い） 

USB Type-B 

プリンター、スキャナなど 

USB Type-C 

Mac、スマホなど 

 
  

Mini USB Type-B 

デジカメなど 

 

micro USB Type-B 

スマホやタブレットなど 

 

micro USB Type-B 

SuperSpeed 

外付け HDD など 

 

Lightning 

iPhone、iPad など Apple

製品 

 

★USB Type-C は… 

USB は年々進化しており、USB2.0、USB3.0、

USB3.1、USB3.2…と数字が大きくなるほどデータ転

送が高速になります。2014 年に登場した USB Type-

C は、断面が小判形をしています。 

★最強の USB Type-C 

・転送速度が高速／高速充電ができる／上下左右の区別

がない 

・耐用回数 10,000 回と抜き差しに強い（Type-A は 1,000 回） 

・デバイスとホストの区別がなく使用可能／どのデバイスでも使用可能 

・映像出力も可能←これについてはパソプラ記事をぜひご覧ください。 

USB Type-C の魅力はまだまだあるんです！ 

https://www.pasocoop.jp/single-post/20210726  
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私の散歩道 
Vol.9  PC まつばら教室（東京都） 髙田 道子さん 

 

～なんでも興味を持ち、やってみる精神が若さを保つ秘訣～ 

私が教室に通い始めたのは 17 年前、81 歳の時でした。現在は 90 歳

の方と私の年寄り 2 人クラス、高齢なりにゆっくり愉しく学んでいま

す。実は私の娘（三女）が先生なのです。分からない事があると遠慮な

く電話して教えて貰えるのが私の特典であると有難く思っています。 

殆どが先生の言う通りキーを叩けば良いのです。でも家に帰り一人で

やると忽ち分からない箇所が出てきて立往生、電話で聞く破目になるの

です。色々な物作りもやりました。今それらを作ろうとすると殆ど忘れ

ていて作ることが出来ないでしょう。年寄りの故かな？それとも私の頭

脳が・・・。年賀状・カレンダー作りは毎年の楽しみ、私のカレンダー

には一族夫々誕生の日に顔写真を載せ 14 家族に配り喜ばれています。 

PC は驚く程奥が深い！！「うわ～こんな事が出来るんだ～凄い！！」と時々クラスメイト

と叫びます。私は花が大好きで家の庭に沢山植えているし、植物を見るために他の娘二人と良

く出掛け写真を撮りまくり、それらをブログに掲載した時期がありました。現在は止めてしま

っているので一寸残念です。 

私共一族は夏休みお盆の頃の一週間私の弟の別荘を借り一族で集まり、夫が存命中はテニス

合宿の様な日々を過ごしました。夫亡き後テニスは勿論しますが、パターゴルフをしたり車を

連ねて方々に遊びに出かけたりして愉しみます。その一週間の経過を写真も沢山入れて「軽井

沢の記録」と題して小冊子を作るのが私の役目です。2003 年から作り始め 17 冊になりまし

た。コロナの関係で去年と今年は行かれませんでした。初めの頃は分からない事だらけで娘に

教えて貰いながら、現在は一人で出来るようになりました。何でもで

きる PC、私にとっては不思議な事だらけです。 

人間やりたい事があれば年齢に関わりなく何にでも挑戦してみる事

です。「僕は死ぬまで仕事をしたい」と云い叶えられた夫の様に、私

も「死ぬまで教室に通いたい」との思いを抱いています。 

94 歳までは車を運転して教室に通っていた現在 98 歳の髙田道子さん。我が母ながらその

バイタリティにはいつも驚かされます。「老人になって世の中に貢献できないことが不甲斐な

い」と言っていましたが、まつばら教室では最高齢生徒さんとして、他の生徒さんが目標とす

る存在。戦争をくぐりぬけてきた大正生まれでありながら、デジタルの世界の「不思議なこと

だらけ」になんでも興味を持ちやってみる精神が若さを保つ秘訣なのでしょう。これからもず

っと元気で通って欲しいです。 

PC まつばら教室 小林典子  



 

オンラインツアーでパンダと遭遇！ 
 

教室のイベントで、オンラ

インツアーを体験してみま

した。 

参加者は、８名。 

中国の成都にあるパンダ

基地とオンラインでつなが

って、現地のライブ映像を

見学。 

実は、今年の夏は二つのオンラインツアーを体験しておりました。 

ブラジルの「アマゾンの二河川合流点の圧巻映像！アマゾン河の水上集落訪問＆巨大魚ピラル

クの釣り掘り体験付きライブツアー」（ベルトラ） 

「LIVE 中継で行くドバイ・スパイスツアー 政府公認ガイドと巡る異国情緒たっぷりのドバイ

旧市街」（ベルトラ） 

いずれも、Zoom を利用したオンラインツアーでした。 

次回は、日本国内で楽しんでみようと思っています。 

皆さんもご一緒にいかがですか？ （P.4 にご案内しております） 
 

 
大船 1,000 円ランチからあげ専門店「からやま」 

今回ご紹介しますのはからあげ専門店「からや

ま」さんです。お店の場所はこちらです。 

仲通りに面した、割と駅にも教室にも近い場

所になります。建物の 1 階ですので、入店し

やすいかと思います。 

年中無休で、営業時間は 10：30〜23：

00(L.O.22：30)まで。テイクアウト、アルコ

ールは 22：30 ま

で。 

「最近食が細くなって」なんていう方も大丈夫。からあげは1個（130

円）から注文できますから、安心してご注文ください。ちなみに、

店長さんから今年いっぱい有効の、「500 円ごとに 100 円割引券

（お持ち帰り限定）」をたくさんいただいてしまいました。教室に預

けておきますので、ぜひみなさんお声がけくださいね！ 

 

★11 月 15 日リリース E テキスト★ 
・W-0198：新聞風チラシを作ろう 後編 

・E-0128：金種計算をしよう（基礎編） 

・ma-0006：Numbers で表計算  

ら し せ お 掲示板 

 
 

今月の【iPad でお絵描き講座】 

「干支(寅)」 
K.T.さんの作品 
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12月号のお題は「今年買った頼もしい相棒はコレ！」です。

港南台教室に買った「ダイソンの掃除機」が

とっても便利です。やっぱりコードレスなの

はストレスがありません！汚れたなーって思

ったら、サッと掃除ができるし、コードレス

なので車の車内にも使えちゃいます。さらに、

ゴミパックがなくてパカッと開けて触ること

なく全部ゴミ箱に！ 

もっと早く買えばよかった。(^^♪ 
<キリマンジャロ> 

自宅でパソコンの前に座っていると足元が寒

くて、「足元 あったか」と検索して、「足元

の保温ヒーター」を購入しました。毎年、購

入を検討しつつ、ひざ掛けで頑張ってきまし

たが、今年、ついに寒さにギブアップ！！と

っても快適でパソコンの前で長居してしまい

そうです。もっと早く購入しておけば良かっ

たデス(#^.^#) 
∞～ カモミール ～∞ 

和室の照明器具が寿命のようで少しずつ暗く

なってきたので、「LED シーリングライト」

に買い換えました。毎日お世話になる照明器

具。今までは明暗は 2 種類でしたが、シチュ

エーションに合わせて明暗・色合いも詳細に

設定できる。その時の自分にピッタリの明る

さにできるのは、とっても嬉しい(^^♪ しか

も寿命も長い!(^^)! 
：：：： 抹茶 ：：：： 

コロナ禍で身体の衰えと凝りを感じ「筋膜剥

がしローラ」と「振動マシン」を購入してみ

ました。運動は大変だし、テレビを観ながら

コロコロ、ブルブルするだけで身体はスッキ

リと軽くなります。 
〜エスプレッソ〜 

我が家のエアコンが、古くなってしばらく使

っていなかったので、思い切って買いました。 

「新しいエアコン」は、全自動でお掃除する

ようですし、スマホで、操作も出来るとパン

フレットに書いてあるので、設置されたら使

うのが楽しみです。 
◇ カフェオレ ◇ 

13 の発売で忘れられがちですが、今年、私は

「iPhone12Pro Max」を買いました。一番

うれしかったのはバッテリーの持ちです。丸

一日使ってもようやく 50％を切るかどうか

で、とっても頼もしい相棒です。 
▲茶柱▼ 

ほむらさんによるイラスト AC のイラスト 

「おてがる講座」のご案内

12月、2022年1月のおてがる講座はお休みです。 2月の講座をお楽しみに！！

その代わり、下記のZoomでオンラインツアーを楽しみませんか？

伊勢名物・赤福の歴史を辿る旅『五十鈴茶屋』和菓子の世界へ 
話題の「節気菓子」の秘密に迫る！＜Zoom＞ 12/14（火）14:00～15:00 

キャンペーンで半額の￥900ー ご一緒しませんか？ 

赤福の「ほうじ茶ティーバッグ」の特典付き 

なかなか旅行に行けない方には、ご自宅で楽しめるオンラインツアーがおススメ！ 

 


