水郷つくばパソコン研究会」の名称となりました。私たちは、常にいろいろなことに前向きに挑
戦し続けます。会員が交代でインストラクターとなり、エクセル・ワード・パワーポイント・農業簿
記などを教えています。今年もチャレンジしていきます。ぜひ定例会にお越しください。

ＪＡ水郷つくばパソコン研究会会報 2019 年 5 月号
事務局：ＪＡ水郷つくば本店 営農部営農企画課
住所：土浦市田中１－１－４ 電話：823-7001

ホームページ https://www.dappe.com/
ブログ http://dappe.chicappa.jp/japc/
メールアドレス japc1@dappe.com
FACEBOOK JA 水郷つくばパソコン研究会
Instagram ＃JA 土浦パソコン研究会 ＃JA 水郷つくばパソコン研究会
定例会予定

定例会
5月 7日
14 日
21 日
28 日
6月 4日
11 日
18 日
25 日
7月 2日
9日
16 日
23 日
30 日

今月のテーマ:農業簿記、エクセル、スマホ

火曜日午後７時半より

エクセル、ブログ、SNS など
カービング講座、スマホなど
デジカメ講座、役員会など
農業簿記講座、ホームページなど
エクセル、ワードなど
撮影会 （夜の定例会は無し）
カービング、デジカメ講座（撮影会報告）
農業簿記講座、ブログなど
カービング講座、ブログなど
エクセル、スマホなど
デジカメ講座、役員会など
ブログ、ホームページなど
農業簿記講座、その他

2019 年度総会開催しました

農業簿記講座のお知らせ
◆農業簿記ソフトの講座募集です。5 月 28 日、6 月 25 日、7 月 30 日
・午後 7 時より 1 時間半程度 農業簿記体験講座
・申込必要です。会員外も OK
・持ってくるもの 筆記用具など
・費用 無料
・申込先 JA 本店営農電話まで 823-7001 担当 清水
メール ja-sgt1@dappe.com 担当 小林まで
青色申告をして、特別控除額 65 万円を受けましょう。自分で入力することにより、自分の
経営がよくわかる。など、自分で苦労した分得るものもあると確信します。
青色申告会員などでパソコン研究会に入会していない方も大丈夫です。この講座を体験
してみて続けてみたい方はパソコン研究会に入会していただいて、続けていくということもでき
ます。もちろん、要領をつかめば大丈夫という方にはソフトウェアの斡旋も行います。インスト
ールやパソコンの動作アップなどの相談もお受けいたします。

今月の特集
最新デジカメ事情
ニコンとキヤノンからフルサイズミラーレスが登場し、大きな話題に。ソニー「α7 III」や、
キヤノン「EOS Kiss M」なども注目されました。
ニコンは昨年 8 月 23 日に「Z 7」「Z 6」を、キヤノンはそ
れに続くように 9 月 5 日に「EOS R」を発表。フルサイズミラー
レスはそれまでソニーが先行して市場を広げていたが、トッ
プメーカー2 社がこの市場に参入するということで、カメラ関
連以外のメディアでも大きく取り上げられました。カメラ関連
の新製品では、ここ数年の中でもっとも話題を集めた年でありました。

会長 小林 芳行
今年は寒さが続いて、桜の花も思ったより散るのが遅く、山桜と同時に咲いているような
現象が見られました。皆さんの作物への影響はいかがでしょうか。
さて、去る 4 月 9 日には JA 水郷つくば池田組合長を迎え、総会が開催されました。今回
は JA の合併により規約の中にある JA名を変更する改正が行われました。そして、正式に「JA

ニコンキヤノン両社のフルサイズミラーレスで共通しているのは、ニコンは「Z マウント」、
キヤノンは「RF マウント」という新開発のマウントシステムを採用し、新マウントによる光学性能
の大幅な向上をアピールしていることです。撮像素子を中心としたデジタル部分での進化を強
みとするソニーとは対極的な展開になっているのが興味深いところです。ニコンとキヤノンの
第 1 弾モデルでそのポテンシャルのすべてが発揮されているわけではありませんが、新マウ

ントのフルサイズミラーレスとレンズの組み合わせで得られる画質は、これまで以上の描写力
を感じさせるものになっています。
一眼レフに目を向けてみ
ると、ニコン「D850」やキヤノン
「EOS 6D Mark II」が登場した
2017 年と比べるとかなり低調
な 1 年でありました。キヤノン
とニコンから登場した新モデ
ルはエントリー向けのマイナ
ーチェンジモデルにとどまって
います。その中では、リコーイ
メージングが4月に発売したフ
ルサイズ一眼レフの新モデル
「PENTAX K-1 Mark II」が注目を集めました。アクセラレーターユニットの搭載でさらなる高
画質を実現したほか、手持ちでのリアル・レゾリューション機能も搭載。ハードウェア交換で
従来モデル「PENTAX K-1」を Mark II と同等の機能にアップグレードするという斬新なサー
ビスでも話題となりました。

ニコンとキヤノンの参入で盛り上がりを見せるフルサイズミラーレスですが、2018 年に登
場したモデルの中でもっとも評価されたのは、3 月に発売になったソニーの「α7 III」だというこ
とです。ソニーのラインアップの中ではベーシックモデルの位置付けではありますが、フラッグ
シップモデル「α9」譲りの高速 AF や、最高約 10 コマ/秒の高速連写など、ベーシックとは思え
ないハイスペックなカメラとして人気が高いです。カメラ関連のアワードを数多く受賞したほか、
「価格.com プロダクトアワード 2018」でもカメラ部門で大賞を獲得するなど、2018 年を代表する
カメラとなりました。2018 年の年末時点では、価格.com の「デジタル一眼カメラ」カテゴリーの
売れ筋ランキングでライバルを押しのけて 1 位をキープ。ニコンとキヤノンからフルサイズミラ
ーレスが発表された後に、売れ筋ランキングが再度上昇して 1 位に返り咲いたのも人気の高
さを裏付けていると言えます。
マイクロフォーサーズでは、パナソニックからスナップシューティング向きの「LUMIX
GX7MK3」、オリンパスからはエントリー向け「PEN E-PL9」といったモデルが登場しました。た
だ、フラッグシップ級の上級者向けが登場しなかったこともあり、話題性という点ではインパクト
に欠ける 1 年でありました。

パソコン研究会では 6 月と 10 月
の 2 回撮影会を開催しています。
毎月第 3 火曜日には
「デジカ
メ講座」を開講しカメラ撮影術な

どを行っています。今までの撮影会の写真などは研究会ホー
ムページのギャラリーから見ることができます。今年の撮影会
には、話題のデジカメで撮影というような目標をもって参加と
いうことはいかがでしょうか。
【編集後記】
総会には大勢ご出席ありがとうございました。
今年度も皆さんの定例会へのご参加をお待ち
しています。
（こば）

今月 WEB 特別版は身近に相談のあった迷惑メールについてです。
◆迷惑メールがくるきっかけ
初めて迷惑メールを受け取ったときに、どうして自分のアドレスがわかったのだろうと、気
味が悪くなったり、不思議に思ったりしたことと思います。それは、自分が思いがけなく迷惑
メールを受け取るきっかけを作っていたのかもしれません。思い当たることがないか以下を
参考にしてみてください。
・予測されやすいメールアドレスを使っている。
・迷惑メールに書かれていた返信先アドレスに配信停止メールを送った。
・迷惑メールに書かれている URL にアクセスした。
・出会い系サイトやネットの掲示板にアドレスの登録や書き込みをした。
・自分のブログや SNS にアドレスを掲載した。
・あやしいネットショッピングサイトで買い物をした、
セール情報などのメルマガに登録した。
・懸賞やモニター、無料ダウンロードサイトに応募や登録をした。
◆次は子供たちにも関係する、知っているアドレスからくる「チェーンメール」についてです。
チェーンメールは、この手紙を回さないと不幸になるといった「不幸の手紙」のメール版
で、受け取った人に誰かに転送させることを目的とした迷惑メールです。
転送されることが目的なので受け取った人に対して、
「誰かに送らなければ不幸になる」
「危
害を加える」など脅かす内容が多く、主に小中学生などの子どもの間でやり取りされていま
す。これは、大人ならすぐに誰でも嘘だと分かる内容でも、
「殺しにいく」
「呪われる」など
の脅迫的な言葉に怖くなり不安になって、どうしても無視できない子どもが友人たちに送っ
てしまうからです。
また、受験のお守りや恋愛祈願などの内容のチェーンメールの場合、悪気はなく、逆に良い
ことを知らせるつもりで転送する子どもも多いようです。しかし、チェーンメールは相手に勝
手な転送を押し付ける『迷惑メール』であり、友人関係など周囲に悪影響を及ぼすことにも
なりかねませんので、どんな内容であれ、送っていいものではありません。
チェーンメールは迷惑メールであるといいましたが、一般的な迷惑メールとの違いは「送
信者が必ず知り合いである」という点です。一般的な迷惑メールなら、ケータイ会社が提供
する迷惑メールフィルターが利用できますが、チェーンメールは別です。ラインの場合はダイ
レクトに来ます。普段やりとりする友人のアドレスを受信拒否するわけにはいきませんし、内
容がさまざまにあるチェーンメールをカテゴリ別のフィルターですべてブロックすることもで
きません。チェーンメールを止めるには、送ってきた友人たちに直接止めるよう伝えるか、
無視するしかありません。
◎チェーンメール転送防止の始めはまず、送られてきた自分が止めることです。
◆このアドレスは、子どもたちがどうしても不安な場合、友人・知人にチェーンメールを送っ

てしまう前に迷惑メール相談センターに送るアドレスがありますので紹介します。どうしても
止めるのが嫌な場合はここに送ればひとまず安心したという気持ちになってください。
携帯から risu1@ezweb.ne.jp dakef1@docomo.ne.jp kuris1@t.vodafone.ne.jp
パソコンから sun@dekyo.or.jp mercury@dekyo.or.jp venus@dekyo.or.jp
earth@dekyo.or.jp moon@dekyo.or.jp など
また、送らなくても何も怖いことは起こらないと子ども自身が気づくことも大切です。
詳しくは、迷惑メール相談センターhttps://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html
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