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あけまして おめでとうございます。
去年の目標だった２００人との名刺交換は、もう一歩の所で達成できませんでした。
今年もたくさんの方々と知り合いになる事を目標にしたいと思います。
今年は酉年で、４回目の年男になります。
今年は勝負の年と位置付け、飛躍したいと思います。
去年以上に皆様のお役に立てるよう頑張ります。
暖かく見守ってください。

スパイウェア対策
今回は、最近被害が多くなったスパイウェア対策を説明します。
【スパイウエアって？】
スパイウエアとは、利用者の知らないうちにパソコンに組み込
まれ、情報を盗むソフトのこと。
これらの多くはアダルト系の有料サイトに誘導したり、クレジ
ットカード番号やパスワードなどの情報を盗むのが目的。
したがって、被害に遭うまではスパイウエアが入っていること
すら気づかない点が怖いのです。
ノートンやウイルスバスターは検出できるようですが、
ウイルス対策ソフトでは駆除できないようです。
ウイルスと同じくらい怖いのが、ソフトに常駐して情報を盗む
スパイウエア。
そこでスパイウエアの有無を調査し、その影響を受けているフ
ァイルの削除や修正をする「Spybot」というソフトを紹介しま
す。

【スキャン開始→修正、削除→免疫化でがっちりガード】
ソフトを起動したら、早速ファイルメニューから「スキャン開
始」。
自分だけは大丈夫と思っていても結構発見されるもの。
私のパソコンでは２０個のファイルが見つかりました。
次に「修正、削除」を行いますが、下手にすべてを削除すると
ほかの正しいソフトに影響が出るかもしれません。
そこで、
危険度大といわれている
「Gator」
「Xupiter」
「WebHancer」
という 3 つのファイルのみ削除する方法もあります。
あとは、左側の「免疫」ボタンを押してから「免疫化」を選択
し、ファイルをガードすれば、とりあえずはひと安心できます
よ。
「Spybot」の使用に関しては、自己責任でご使用ください。

SpyBot のインストール、使い方は下記ＨＰを参照ください。
http://enchanting.cside.com/security/spyware.html

【対スパイウエア「Spybot」を使おう】
それではスパイウエアから、どうやって自分のパソコンを守れ
ばよいのでしょう？
ここでは「Spybot」というソフトを使う方法を紹介します。
これは海外製ですが、起動後に国旗（日の丸）をクリックすれ
ば日本語モードに設定できるので、初心者でも使いやすいソフ
トです。
下記ページの左上「Download Now」をクリックすることで、無
料で入手できます。
◇CNET「Spybot」（ダウンロードはこちら）
http://rd.yahoo.co.jp/nl/ybb/0322/009.html
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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。

１月１日
リンカーン大統領が奴隷解放宣言を布告(1863)、
「元日」
が年のはじめを祝うことを決定の趣旨として制定(1948)、
満年齢実施(1950)、東京の地下鉄、全面禁煙に(1988)
１月２日
ソ連が世界初の月ロケットの打ち上げに成功(1959)、初の
怪獣番組「ウルトラＱ」スタート(1966)
１月３日
ツタンカーメン王の墓発見(1922)、ヒラリーが徒歩で南極
点に到達(1958)、日本人初の新惑星を発見(1963)
１月４日
名古屋城の鯱鉾のうろこ 58 枚盗まれる(1937)、モスクワ
五輪ボイコット事件起こる(1980)
１月５日
レントゲン、Ｘ線を初めて公開(1896)、女優グレース・ケ
リー、モナコ国王と婚約(1956)
１月６日
コナン・ドイルが生み出した探偵シャーロック・ホームズ
登場。
「緋色の研究」(1887)、高見山、外国人力士が初の
幕内力士に(1968)
１月７日
ガリレオ、初めて望遠鏡を使い木星の衛星発見(1610)、昭
和天皇崩御。87 歳。元号が平成に(1989)
１月８日
1989 年 1 月 7 日、昭和天皇の崩御をうけて、現天皇が第
125 代天皇として即位、
「平成」と改元。
『史記』の「内平
らかに外成る」と、
『書経』の地平らかに天成る」を出典
とする(1989)
１月９日
近鉄バファローズの野茂英雄投手(26)が、米大リーグ入り
のため任意引退を表明(1995)
１月１０日
江戸に大火がおこる(1794)、クレオパトラの墓、発見
(1890)、日本唯一の講談寄席、上野本牧亭閉鎖(1990)
１月１１日
徳川一行、パリ万国博へ出発(1867)、伊豆七島が静岡県か
ら東京府に移管(1878)、厚生省発足(1938)
１月１２日
桜島が大噴火し、死者 35 人。海峡が埋まり大隅半島と地
続きになる(1914)、大学入試センター試験スタート(1990)
１月１３日
咸臨丸がアメリカへ向けて品川から出航(1860)、三河地震
M7.1。死者 1180 人(1945)、国公立大学共通一次試験スタ
ート(1979)、初の女性判事誕生(1994)
１月１４日
やむなき事情で置き去りとなった南極観測隊のカラフト
犬のタロー、ジロー生存を確認(1959)、伊豆大島近海地震
(1978)
1 月 15 日
初の成人式、各地で開催(1949)、給食に初めて牛乳登場
(1958)、釧路沖地震(1993)

１月１６日
米・英・仏などの多国籍軍がイラクに対して攻撃を開始
（バグダッドを空襲）
。湾岸戦争に突入(1991)
１月１７日
ロサンゼルス大地震(1994)、阪神淡路大震災、午前 5 時
46 分発生。兵庫県南部に大被害。 (1995)
１月１８日
福岡県の三井三池・有明鉱で坑内火災が起こり、83 人が
死亡(1984)、ビクターが VHS ビデオムービー発売を発表
(1984)
１月１９日
咸臨丸アメリカを目指し出帆(1860)、
ＮＨＫラジオ「のど自慢素人音楽会」開始(1946)、
１月２０日
第３５代米大統領ケネディ就任(1961)、ソ連のアフガニ
スタン侵攻に抗議しモスクワ五輪ボイコット表明。
(1980)
１月２１日
坂本竜馬らの斡旋により、木戸孝允と西郷隆盛が薩長同
盟を密約(1866)、ソニーが８ミリ VTR を発売(1985)
１月２２日
初めての国産飛行船、誕生(1916)、東京・上野のＪＲ御
徒町駅ガード下の道路陥没。東北新幹線の工事中(1990)
１月２３日
八甲田山、死の雪中行軍開始。25 日に 210 人中 197 人の
死亡確認(1902)、石原慎太郎「太陽の季節」で芥川賞受
賞。
「太陽族」生まれる(1956)
１月２４日
グァム島密林内に終戦を知らずに潜んでいた元日本兵
の横井庄一さんが発見され、救出される(1972)
１月２５日
旭川で零下 41 度の日本最低気温を記録する(1902)、第
一回冬季オリンピック、フランスで開催(1924)
１月２６日
元大関貴ノ花の息子で前頭２枚目の貴花田が 19 歳 5 ヶ
月の史上最年小で幕内優勝(1992)
１月２７日
曙が初の外国人横綱に、貴花田は大関に推挙され貴ノ花
と改名(1993)
１月２８日
米スペースシャトル・チャレンジャーが打ち上げ直後、
爆発炎上。乗務員７名全員死亡(1986)
１月２９日
南極観測隊がオングル島に上陸。昭和基地設営(1957)、
フランス、超音速旅客機コンコルドが就航(1976)
１月３０日
プロサッカーの１０チーム内定。チーム名には企業名を
控え、本拠地名をつける(1991)
１月３１日
東京、世界一の一千万人都市へ(1962)、鹿児島で初の五つ
子誕生(1976)、ジャイアント馬場、死去。61 歳(1999)
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２月１日
マリリン・モンロー初来日。ジョー・ディマジオと新婚旅
行。(1954)、浅間山爆発(1973)
２月２日
超能力者のユリ・ゲラーが来日し、民放テレビ各社の番組
に出演(1974)、７桁新郵便番号制度導入(1998)
２月３日
ソ連無人探査機「ルナ９号」人類初の月面軟着陸成功
(1966)、札幌で第 11 回冬季オリンピック開催(1972)
２月４日
全日空ボーイング機、
東京湾に墜落。
133人全員死亡(1966)、
アメリカがラオス侵攻作戦の開始を宣言(1971)
２月５日
アメリカ、アポロ 14 号月面軟着陸成功(1971)、全国の銀行、
完全週休２日制に(1989)
２月６日
札幌オリンピックの 70 メートル級ジャンプで笠谷、金野、
青地の３人が金・銀・銅のメダルを独占(1972)、ブラック
ホール発見(1979)
２月７日
スペースシャトル「チャレンジャー」の２飛行士、命綱な
しの宇宙遊泳に成功(1984)、長野冬季五輪開幕(1998)
２月８日
関西電力の黒部トンネル貫通(1959)、ホテル・ニュージャ
パンで火災、死者 33 人、重軽傷 29 人(1982)
２月９日
逆噴射操作で日航機が墜落。死者 24 人(1982)、NTT 株が初
めて上場するが初値がつかず 2 日目ストップ高の 160 万円
(1987)
２月１０日
北九州市誕生。門司・小倉・若松・八幡・戸畑の５市が合
併(1963)、長野冬季五輪、スピードスケート男子五百で清
水が金メダル(1998)
２月１１日
長野冬季五輪、日本女子初、里谷「金」 モーグル女子決勝。
ジャンプ・ノーマルヒル、船木、銀メダル(1998)
２月１２日
植村直巳、マッキンリー冬季単独登頂に成功。しかし下山途
中行方不明(1984)、
「かい人 21 面相」が脅迫状つきの毒入り
チョコをばらまく(1985)medialae000028【スパイウエアっ
て？】
スパイウエアとは、利用者の知らないうちにパソコンに組み込
まれ、情報を盗むソフトのこと。
これらの多くはアダルト系の有料サイトに誘導したり、クレジ
ットカード番号やパスワードなどの情報を盗むのが目的。
したがって、被害に遭うまではスパイウエアが入っていること
すら気づかない点が怖いのです。

２月１５日
西郷隆盛が挙兵し鹿児島を出発。西南戦争始まる
(1877)、長野冬季五輪、ジャンプ・ラージヒル 船木「金」
原田「銅」
。スピード男子千 清水２個目のメダル「銅」
(1998)
２月１６日
ロッキード事件第１次国会証人喚問。一様に共通した証
言者の言葉、
「記憶にございません」が大流行(1976)
２月１７日
マラソン、日本人初の世界新記録(1963)、長野冬季五輪、
ジャンプ団体 日本「金」(1998)
２月１８日
ハワイで初のトライアスロン大会開催(1978)、市民グル
ープが「嫌煙権確立をめざす人々の会」を結成する
(1978)
２月１９日
エジソン、蓄音機を発明(1878)、12 日に冬のマッキンリ
ー（6194m）単独登頂に成功した植村直己、消息を絶つ
(1984)
２月２０日
ルバング島で小野田元少尉を発見(1974)
２月２１日
長寿記録保持者・泉重千代さん 120 歳で天命を全う
(1986)、長野冬季五輪、ショートトラック男子五百 西
谷「金」植松「銅」(1998)
２月２２日
佐賀県・吉野が里遺跡で弥生時代後期の国内最大規模の
環濠集落発掘(1989)
２月２３日
近藤勇が、土方歳三ら京都で「新撰組」の前身「壬生組」
結成(1863)、プロ野球、コミッショナー制導入(1949)
２月２４日
「月光仮面」放送開始(1958)、新宿御苑で昭和天皇大喪
の礼(1989)
２月２５日
フィリピンでアキノ新大統領の就任式。20 年のマルコス
政権崩壊。マルコス夫妻はアメリカへ亡命(1986)
２月２６日
「昭和維新」を目指す若手陸軍将校ら、高橋是清蔵相、
斎藤実内大臣、渡辺錠太郎教育総監を殺害（二・二六事
件）(1936)、日本最初の血液銀行が大阪に開業(1951)
２月２７日
日本電気、国産初の大型電子計算機 2206 発表(1962)
２月２８日
「寅さん」シリーズ、最長シリーズ映画としてギネスブ
ックに (1983)、湾岸戦争、多国籍軍が戦闘を停止。開
戦以来 43 日目で終結(1991)

〜 編集後記 〜
年末から実家の熊本へ帰りました。年末はレコード大賞と紅白歌合戦、年始は実業団駅伝と箱根駅伝を見てノンビリした年末・年
始を過ごしました。熊本のお正月は、赤酒（少し甘いお酒です）のお屠蘇と馬刺しに辛し蓮根がオセチ料理に加わります。やはり、
地元の料理は最高ですね。お雑煮もたくさん食べて満足でした。
記 奥村芳崇
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