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「パソコン」のメンテナンス３
WindowsXpのサービスパック２の
導入には注意しましょう！
今年リリース（公開）されました、WindowsXp用のサービスパ
ック２（通称：ＳＰ２）をインストールした事により「メール
が使えなくなった」
、
「印刷できなくなった」と不具合を多く聞
きます。
パソコンのサービスパックのバージョンを確認するには
サービスパック２のリリースは何回も延期されました。
今回のサービスパック２はセキュリティを強化して、ウイルス
の標的になっているWindowsのイメージを変えたかったのでし
ょう。
テストを繰り返しても不具合が解消できなかったし、次々と発
見される不具合（セキュリティホール）対応に追われた結果リ
リースが遅れたのでしょう。

「スタート」ボタン→「コントロールパネル」を選択します。
（コントロールパネルが表示されます）
「システム」をダブルクリックします。
（システムのプロパティが表示されます）
「全般」の「システム」の表示は下記です。

不具合対策用のサービスパックなのに逆に不具合を引き起こ
すとはメーカーとして如何なものでしょうね。
サービスパック２が公開された時に、アメリカのＩＢＭ社は、
社員全員にサービスパックの社内テストが終了するまで、イン
ストールを禁止したと発表していました。
コンピュータ技術者の多くが、サービスパック２の不具合が
発表され、対策版がリリースされるまで待っています。
マイクロソフトを信用していない人達も多いのです。
私のパソコンはサービスパック１のままです。
来年になってサービスパック２が安定してからインストールし
ようと思っています。
それまでは、Windowsの自動更新と、ウイルス対策ソフトだけで
対応するつもりです。

システム：
Microsoft Windows XP
Professional
← HomeEditionでもOKです。
Version 2002
Service Pack 1
← 何も表示されない場合は、
サービスパック１をイン
ストールしてください。

サービスパック１のインストルは、マイクロソフトのホームペ
ージよりダウンロードできます。
http://www.microsoft.com/japan/
サービスパック２のアンインストールする方法も載っていまし
た。
Windows の自動更新では、サービスパック２をダウンロードし
ませんので安心？してください。

〜 編集後記 〜
「今日は何に日？」を調べている内に、歴史的に重大事件はこの日だったんだと妙に感心して、手が止まって自分の世界に入り
込んでしまいました。余り古い時代の事を書いても興味が無い人も多いと思い、時代の新しい事柄だけを載せました。
私も歴史が好きで、特に戦国時代と幕末の本は良く読みました。時代に転換期には天才が出現して革命的な事を起こしています。
革命家は志半ばで非業の死を遂げています。だから後世の人達から尊敬されるのしょうか！？
戦国時代では、斎藤道三や織田信長、幕末は坂本竜馬の本は何度も繰り返し読みました。
最近は、経営や技術の専門書しか読みませんが、時間が出来たら時代小説を読み返して見たくなりました。
このニュースレターを読まれている方の中にも時代小説がお好きな方が居られると思います。
いつかお会いした時に、食事でもしながら時代小説の話をしませんか。
記 奥村芳崇

今日は何の日？

普段何気なく過ごしている日々が何かの記念日だったりします。そんな記念日を調べてみました。
毎日のように記念日があるのですね。朝礼のネタに困った時などにお使いください。

１１月１日
灯台記念日(1949)、犬の日(1987)、自衛隊記念日、全国家具の
日、本格焼酎の日、紅茶の日、玄米茶の日、計量記念日、
すしの日
１１月２日
タイガース記念日、日本社会党結成(1945)、オイルショック
でトイレットペーパー買い占め騒動(1973)
１１月３日
文化の日(国民の祝日,1948)、レコードの日、ハンカチーフの
日、文具の日、うるしの日
１１月４日
ユネスコ憲章記念日、日中国交回復の証、パンダの贈呈
式(1972)、巨人軍の王貞治選手、現役を引退(1980)
１１月５日
電報の日、雑誌広告の日(1970)、ＮＨＫ初めて全国中継放
送(1928)、パンダのランラン、カンカン初公開(1972)
１１月６日
リンカーン、大統領に(1860)、朝日新聞が電光ニュースを
開始(1928)、節電のため、大都市のネオンサインを消す(1973)
１１月７日
知恵の日、あられ・せんべいの日、立冬（二十四節気の一つ。
初めて冬の気配が現れてくる）
、現金自動支払機がどの銀行
のカードでも使用可能に(1975)
１１月８日
世界都市計画の日(1949)、刃物の日、いい歯の日、いいパッ
クの日(1991)、金物の日、レントゲンの日、岡本綾子が日本
初の米女子プロゴルフの賞金王に(1987)
１１月９日
１１９番の日(1987)、換気の日(1987)、太陽暦採用記念日
明治政府、太陰暦から太陽暦への改暦を発表。
明治 5 年 12 月 3 日が太陽暦の明治 6 年 1 月 1 日に(1872)
１１月１０日
技能の日（1970）
、エレベータの日（1979）
、トイレの日（1986）
、
肢体不自由児愛護の日、ベルリンの壁崩壊(1989)
１１月１１日
ジュエリーデー、電池の日（1987）
、ピーナッツの日（1985）
、
チーズの日、ライターの日、西陣の日、恋人達の日、
折り紙の日、磁気の日、サッカーの日
１１月１２日
洋服記念日(1972)、市内電話料金が度数制(７円、公衆電話
１０円)から、時間制(３分)へ(1972)
１１月１３日
うるしの日、山階鳥類研究所が沖縄本島で発見された新種の
鳥にヤンバルクイナと命名(1981)
１１月１４日
パチンコの日、青函トンネル起工式。全長 53.85ｋｍという
世界最長の海底トンネル(1971)
１１月１５日
七五三、きものの日、こんぶの日、かまぼこの日、
生コンクリートの日、上越新幹線が開業。大宮〜新潟間が
１時間５５分に(1982)

１１月１６日
幼稚園記念日、スエズ運河、開通(1869)、東海地震に備え、
６県が初の総合防災訓練(1979)
１１月１７日
将棋の日（1975）
、ドラフト記念日、第一回国際労働会
議で 8 時間労働制を決議(1919)
１１月１８日
土木の日（1987）
、著作権の日、八幡製鉄所開業（1901）
暮らしと土木の週間（11/18〜11/24）
１１月１９日
農協法公布記念日、鉄道電化の日、米大統領リンカーン
が「人民の、人民による、人民のための政治」の有名
な演説(ゲティスバーグ演説)を行う(1863)
１１月２０日
毛皮の日、初競輪が福岡県小倉市で開催(1948)、コアラ、
多摩動物園で初公開(1984)
１１月２１日
第一回早慶戦。11 対 9 の接戦で慶応勝利(1903)、第一期
長島巨人軍監督誕生(1974)
１１月２２日
ボタンの日、いい夫婦の日、小雪（二十四節気の一つ。
わずかながら雪が降り始める）米国ケネディ大統領暗殺。
後任はジョンソン副大統領。容疑者のオズワルドは 24 日
にＪ・ルビーに射殺され、すべては謎(1963)
１１月２３日
勤労感謝の日（国民の祝日 1948）
、手袋の日(1981)
外食の日(1984)、Ｊリーグの日(1993)、いい兄さんの日、
農林水産祭、Ｊリーグ(日本プロサッカーリーグ)の初の
公式戦が東京の国立競技場で行なわれる(1992)
１１月２４日
オペラ記念日、東京天文台設置記念日、チャールズ・ダ
ーウィンの「種の起源」イギリスで初版出版(1859)
１１月２５日
ハイビジョンの日、作家の三島由紀夫、楯の会メンバー
と東京・市ヶ谷の自衛隊に乱入。クーデターを訴えた
が失敗し、隊内で割腹自殺。45 歳。憂国忌(1970)
１１月２６日
ペンの日(1935)、ふろの日(1985 毎月)、
プロ野球が２リーグ制に(1949)
１１月２７日
ノーベル賞制定記念日、横綱千代の富士が千秋楽で大乃国
に破れ、連勝記録は 53 でストップ(1988)
１１月２８日
税関記念日(1952)、太平洋記念日、にわとりの日(1978
毎月）
、東北・上越両新幹線起工式(1971)
１１月２９日
議会開設記念日、いい服の日、金賢姫らによる大韓航空
機爆破(1987)
１１月３０日
カメラの日、みその日（1982 毎月）
、そばの日(毎月末日)
オランダで世界初安楽死法成立(1993)

１２月１日
映画の日(1956)、鉄の記念日(1958)、世界エイズデー(1988)、
家庭塗料の日、省エネ総点検の日、１万円札に聖徳太子登
場(1958)
１２月２日
日本人宇宙飛行記念日、全国防火デー、秋山豊寛 TBS 宇宙
特派員が日本人初の宇宙飛行。12 月 10 日帰還(1990)
１２月３日
カレンダーの日(1987)、個人タクシーの日、奇術の日
ブッシュ米大統領とゴルバチョフ・ソ連首相が冷戦の終結
を宣言(1989)
１２月４日
Ｅ・Ｔの日、ベルリンで北里柴三郎、ジフテリア、破傷風
の血清療法を発見(1890)、米映画「Ｅ・Ｔ」日本公開(1982)
１２月５日
アメリカ禁酒法廃止(1933)、セントラル野球連盟結成(1949)、
１２月６日
エジソンが録音装置の最初の試作機を完成(1877)、
東京地裁がコンピュータのプログラムは著作物であるとの
我が国初の判断(1982)
１２月７日
神戸港開港記念日、大雪（二十四節気の一つ。雪が激しく
降り出す）
、東京タワー公開(1958)、1961 年からスタートし
たアメリカのアポロ計画、17 号を最後に幕(1972)
１２月８日
こと納め、針供養(法輪寺)、日本、真珠湾を奇襲攻撃。
太平洋戦争勃発(1941)
１２月９日
障害者の日、徳川慶喜が将軍辞職し、王政復古の大号
令(1867)、法隆寺、屋久島など世界の文化遺産になる(1993)
１２月１０日
世界人権デー、グレゴリー暦制定(1582)、三億円強奪事件。
'75 年未決のまま時効に(1968)
１２月１１日
ユニセフ創立記念日、タンゴの日、１００円硬貨発行(1957)
１２月１２日
カーバッテリーの日、イタリアのマルコーニが米英間の
無線通信に成功(1901)
１２月１３日
日本軍が南京を占領。占領時、中国人軍民や婦女子を暴行
虐殺（南京大虐殺）(1937)、地方公務員法公布(1950)
１２月１４日
四十七士討ち入りの日、ライト兄弟が動力航空機による初
飛行に成功。約３秒半、35ｍの距離を見事に飛翔(1903)、
ノルウェーのアムンゼンと４人の隊員が南極点初到着(1911)
１２月１５日
観光バス記念日、第１回レコード大賞。受賞曲には永六輔
作詞・中村八大作曲「黒い花びら」
（水原弘）が決定(1959)
１２月１６日
電話創業の日、東京山手線の電車が運転を開始(1909)、
夢の島のゴミ埋め立てが始まる(1957)

１２月１７日
歳の市、羽子板市（〜19 浅草寺）
、日本でスキー開始(1910)、
ベートーベン、師走の定番「第九」日本初演(1924)
１２月１８日
国連加盟記念日、アメリカで奴隷制廃止(1865)、
銀座、京橋にガス灯ともる。ガス灯は石炭ガスを使用(1874)
戦後初の国産旅客機ＹＳ１１完成(1962)
１２月１９日
日本初飛行の日、代々木で徳川大尉、日本初の飛行実験。
飛行時間 4 分、最高高度 70ｍ、距離 3000ｍ(1910)
「少年ジャンプ」
（集英社）が 500 万部を突破(1988)
１２月２０日
東京駅開業により東海道本線起点が新橋から変更(1914)、
東京・青山に初のボウリング場(1952)
１２月２１日
冬至（二十四節気の一つ。陽光が最も弱く昼間の最も短い日）
三井呉服店が三越呉服店と改称、日本最初のデパート、三
越呉服店開業(1904)、1000 万円ジャンボ宝くじ購入に群衆
殺到、松本と福岡で死者(1976)
１２月２２日
労働組合法制定記念日、羽田国際空港ターミナル完成(1951)
１２月２３日
天皇誕生日、テレホンカードの日、初のスーパーマーケット
「紀ノ国屋」が東京・青山に開店(1953)、電電公社(現 NTT)、
カード式公衆電話を新設(1982)
１２月２４日
クリスマスイブ、
「聖しこの夜」作曲される。オーストリア
の山村の神父ヨゼフ・モールが作詞。翌日村の学校の音楽
教師フランツ・クサヴァーが作曲(1818)
１２月２５日
スケートの日、クリスマスの日決まる。太陽再生の冬至祭
をキリスト降誕の日と結びつける習慣が誕生。
この日、ヨハネが説教で決定(366)、
１２月２６日
プロ野球誕生の日、アメリカのプロ野球との対戦のため、
日本初のプロ野球チーム、大日本東京野球倶楽部が創立さ
れる(1934)、インドネシアで元日本兵救出(1974)
１２月２７日
浅草仲見世記念日、ピーターパンの日、
「ピーター・パン」
がロンドンで初公演(1904)、ソ連軍、アフガン侵攻(1979)
１２月２８日
官庁御用納め、八百屋お七の自宅放火がもとで江戸
大火事(1682)
１２月２９日
日露戦争終結で乃木将軍凱旋(1905)、
イギリス、性差別禁止法施行(1975)
１２月３０日
地下鉄開業の日、わが国最初の地下鉄が上野〜浅草間に開通。
運賃 10 銭は当時のコーヒー１杯の値段と同じ(1927)
１２月３１日
大晦日、ＮＨＫ紅白歌合戦初の公開放送(1953)、レコード
大賞は初めてＴＢＳにより帝国劇場で発表される(1969)

