人間くさいコミュニケーションをモットーに
インターネットとiPadを仕事に使い事業発展！の情報満載！
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（復活Vol.9）

アメリカ・サンフランシスコのサウサリートにあるボートハウスのポスト（Forty Pier, Sausalito.）
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スタバとデニーズ
歩きのときはスタバ、車のときはデニーズを探す。

2年前の1月、アメリカ・ラスベガスで毎年開催され

スタバとはスターバックスコーヒー店。最近、鳥取県

ている世界最大級の家電ショウ「CES」の視察に行っ

に出店して日本全県にある。デニーズは、コーヒーお

たとき、パナソニックのブースで「FUJISAWA（フジ

かわり無料のファミリーレストラン。こちらも同様に

サワ）」の文字が飛び込んできた。なんで藤沢？それ

チェーン店で、どこのお店も同じクオリティでサービ

はかつて藤沢と辻堂の間にあったナショナルの冷蔵庫

スが提供されている。

工場跡地（東京ドーム４個半）が「Fujisawa サス

私の自宅は神奈川県平塚市にあり、会社のある東京
都千代田区神田神保町まで片道約２時間かけて通勤し
ている。あさ5時41分平塚発の東海道線に乗り、ちょ

ティナブル・スマートタウン」と称して、新しいライ
フスタイルの街づくりがはじまるというプレゼンテー
ションだった。

うど１時間電で東京駅に着く。9番ホームから1番ホー

現地は、その街がだんだん出来ていた。そこにＣＣ

ムの中央線に乗り換える。2つめのお茶の水駅で千葉

Ｃ（カルチャー・コンビニエンス・クラブ）のツタヤ

方面から来る総武線に乗り換え、隣の水道橋駅で降り

が代官山に続く２つめの「T-SITE」を誕生させた。ツ

る。左に行くと東京ドームがあるが、私は右に、皇居

タヤのT-SITEとは、本・映画・音楽といったカルチュ

の方に歩いて５分、だいたい毎朝７時に会社に着く。

ア・コンテンツを中心に豊かな生活を提案する「ライ

平塚から東京は相模川、鶴見川、多摩川と一級河川を

フスタイル提案型商業施設」。店内に入ると、落ち着

３つも越える。１ヶ月の定期代は３万円を超え、私は

いた雰囲気、いろんな店が１つの箱にあり、迷路のよ

リゾート通勤と言っている。時間も金もかかる。どう

うに商品が並べられていて、どこに何があるのか探す

してそこまでして通っているのだろうかと思われる。

のが楽しくなるような、新しい感じのお店。

父も日本橋まで通勤していたし、私はそんなことはあ
たりまえと今まで思っていた。
月に何回か車を使って仕事をすることがある。私は

そこにはお決まりのスタバが入っていて、朝8時か
らオープンしている。スタバもWi-Fi無線でパソコン
を無料でインターネットにつなげることができる。し

朝5時21分に家を出る習慣になっているので、車のと

かも電源もある。ということは無制限に仕事ができる。

きも同じ時間に家を出る。そして、こんなときはデ

スタバは、こういった客を歓迎している感じもする。

ニーズに行く。どうしてデニーズなのかは、パソコン

ここもまるでリゾート、居心地もいい。

が無料でインターネットにつながりコーヒーおかわり
が無料だからである。

インターネットで今まで当たり前と思っていたことが
変わりそうだ。

お正月の箱根駅伝３区・戸塚から平塚、残り10km

の茅ヶ崎・浜須賀から海岸沿い道に出る。この海岸線
の道を国道134号（R134）という。地元ではイチサ
ンヨンといっている。私の家からR134まで400m相模
川を渡る手前にデニーズがある。5時30分に店に入る。
朝の静かな店内、４人用のテーブルを１人で使う。パ
ソコンが立ち上げる前にコーヒーが運ばれる。やっぱ
りリゾートだ！メールのチェック、ホームページの更

インターネットにつながっていれば、電子メールの
送受信、ホームページの更新、ホームページを使って
クラウドの利用などほぼ会社と同様の環境で仕事をす
ることができる。また、お客さまや友だち、チームメ
イトとつながることができる。最近、どこに行っても
インターネットにつながりやすくなってきたので、今
までのあたりまえを考えさせられる。

新、ほぼ会社と同じことがデニーズできる。パソコン

インターネットにつながりにスタバかデニーズに行

の充電がなくなりかけると、周りに人が多くなってき

く。スタバとデニーズが私の仕事のスタイル、時間と

ていた。２時間経っていた。まだ7時30分。今日の段

金の使い方を変えるかもしれない。そういえば最近、

取りはほぼついていた。

朝の電車も人が多くなってきた。

藤沢SST
スタバの店内→

私がよく行くデニーズ→
やさしくデジタル 2015年7月号
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スマホ時代のWebリニューアル
Correct整体院さま（神奈川県平塚市）2015年7月オープン！

パソコンサイト

スマホサイト

集客のノウハウが詰まってい
るポスティングのチラシ→

山口院長（社長）は、神奈川県平塚市で肩こり
専門の整体院を新規開業しました。地元でポス
ティングや地元密着メディアの広告をして顧客
を獲得する作成を実施中です。競合も多いので
ホームページは重要な営業マンです。検索エン
ジン対策、この業界のノウハウも盛り込んで作
成のお手伝いをさせていただきました。サイト
はスマホ対応です。

他にも事例がございます。ホームページをご覧ください。http://www.computerlib.co.jp/
やさしくデジタル 2015年7月号
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◎中国掃除・MG（40〜50歳）

①中国との繋がり
広島YMCAの梶原校長と懇意にしていて、私が初めて西先生と出会ったのも梶原さん主催の「PIPS
経営教室」である。YMCAのビジネス専門学校のMGの授業を私が受け持っていた。1995年に、北
京の中日経済技術学院（今の北京科技大学）と広島YMCAが姉妹校ということで、留学生の交換な
どをしていた。そこで、MGも授業として取り入れることになった。私が直接、先生にMGを教えた
り、北京から広島に来てもらって、MGの指導をしたりした。MG盤４台を寄付して、最初の数年は、
毎年１回そこに行き２日コースの集中講義をした。また、数年前からまた毎年行くようになり、西
先生にも２度ゲスト講師として指導をしていただいた。CPLの中島社長、神戸の橋本さん、福本さ
んにも、何度も参加していただいている。
②中国でのトイレ掃除
第１回目の中国でのトイレ掃除は、約２０年前、上海YMCAと協力をして、上海YMCAや復旦大学
で学生と一緒にトイレ掃除をした。中国掃除に学ぶ会は、最初の数回は、鍵山相談役も参加してく
れていて、毎回２０〜３０人と多くの人が参加してくれていた。その後、ほぼ毎年北京科技大学に
行っていた。その間、サーズや日中関係の悪化などで何度か中止があり、２０１５年１０月で、中
国掃除・MG２０年記念大会を北京ですることになっている。私自身この２０年で一区切りというか

⑦

次へのステップにしていきたいと想っている。
③曽葉馬車
科技大学からの第一回目の交換留学生として、曽憲忠、葉俊峰、馬ハ、車麗の４人が来て私と意気
投合して、毎月、会って食事をしたり、カラオケに行って交流を図った。その曽葉馬車の縁で、多

井
辻
栄
輔

くの友人を紹介して頂き、今まで、３０名くらいの留学生の身元引受人になって、彼らの面倒を見
たり、食事をしたりした。身元引受人になると、一人につき、１０回くらいは、住民票や、印鑑証
明書が必要になり、捺印をしたりした。どの学生も素晴らしい人達ばかりで、私へ迷惑をかけるこ
とは一切無かった。その曽葉馬車とは、今でも交流があり、２０年記念大会にも参加をしてくれる。
④紀書記
科技大学でこのように２０年も続いてきたことは、一重に紀書記の

お陰による。紀先生と私とが特に気が合って、会うたびに、「白酒
の乾杯、乾杯」を繰り返していた。二人の関係を「铁哥们」（大親友）とお互いが呼び合い、白酒
で酔って最後には、目と目があって、熱いキッスをするのが習慣に
なっている。私が北京に行くたびに、熱烈歓迎をしていただき、
次回の掃除・MGのスケジュールの打ち合わせをしていた。
今年は、２０年になるので、二人で盛大に盛り上げようと話し合っている。

筆者と紀書記

⑤中日ウクレレ交流会科技大学の馬先生が、私のウクレレの弟子ということで、校内でウクレレ同
好会を作って学生に教えている。ここ数年は、１．掃除、２．MG、と合わせて、３．ウクレレ交流
会も行っており、中日ウクレレ交流会も楽しんでいる。
井辻栄輔
1946年4月29日生まれ、広島在住。
自称・広島のキムタク
井辻食産株式会社 取締役会長、NPO法
人日本を美しくする会・掃除に学ぶ会
中国ブロック長、中国掃除に学ぶ会・代
表世話人、中国北京科技大学国際学院・
特聘教授、キムタクウクレレ教室・ニイ
ハオウクレレ教室・禿げ増す会代表。広
島で毎月ＭＧを開催して３０年、学校の
トイレ掃除をして２０年。毎朝６時半に、
出社し、トイレ掃除をすることと
Facebookを日課としています。題字は
筆者直筆。
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タイムライン

新潟県柏崎市のコンタワークス中村昭夫社長が
来訪。もう２５年のお付き合いになりますね。

いつもガソリンを入れに行くスタンドの田村さん
読んでくれています！うれしい〜

開店の気合いが感じられるね！

整体院を独立開業した山口朋宏社長と
スタッフのみなさま、事業発展！！！

インド人のFacebookの友だちパタクさんの
来日で集まったみなさまと

iPadタイムレコーダシステム「SmartGate」の商標
登録が取得できました。

iPadを社内に一気に５２台導入した、
シンノオ社大木さまが来訪してくれました。
やさしくデジタル 2015年7月号
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もうそろそろ動画野郎！
～「あなたの街の動画屋」が送る、壮大な動画啓蒙説教ファンタジー～

第5回 動画から写真を作っちゃお２
■ 前回のおさらい
３回に渡るシリーズもこの回で最終回です。

※言葉の定義

作業１．動画から静止画を画面キャプチャーする（切り出す）
作業２．ファイルバックアップ・整理
作業３．画面キャプチャーした静止画を修正・調整する（現像）

ここでは
映像＝動画・ムービー
画像＝静止画・写真
と表現しています。

※ ここではWindows Vista, ７での作業を例にあげます。

■作業その３： 画像を修正・調整する（現像）
これは是非覚えてください！
デジカメ時代に「現像」と呼ばれる作業。要するに画像を修正、調整、レタッチします。別にやらなくても問題ないですが、やってみると写
真の質が変わります。
カメラの技術とは別に、レタッチのセンスや技術。今のデジカメ写真はこの２つのセンスで成り立ってます。今どきの若い子たちのスマホ写
真が、ただ撮っただけじゃなく様々な色加工や施してるのを見れば一目瞭然でしょう。
ぜひ何度もやってみて腕を上げてください。

修整ソフトは

現像でやってみる３大要素
１．トリミング
→余計な部分をカットし、その写真で見せたい部分に
注目させる。写真に「意志」をもたせます。
２．明るさ
３．コントラスト

◎ Windows Vista

→画像開くと立ち上がる フォトギャラリーで上部の「修整」をクリック

◎ Windows 7

→画像開くと立ち上がる フォトビューアー 上部の「開く」
→フォトギャラリーをクリック
フォトギャラリーで「編集、整理、または共有」クリック→フォトギャラリー
起動→編集画面へ

この他にも修正できる要素はたくさんありますが、
ひとまずこの３要素だけを修正してみてください。
特にトリミングを行うと、その写真に物語が生まれるようになります。
余白切るか残すか、何を見せたいか。あなたのトリミングが見る方に伝わるよう頑張ってみてください。

修整作業のコツ
•

•
•
•
•

作業は先にバックアップした
「レタッチ・運動会キャプ
チャ」
フォルダで行ってください。
もし変な修整をしても、オリ
ジナルから戻せばOK
「自動修正」は使えない
例えば「明るさ」なら、
大胆に明るくし、大胆に暗
くしてみる。
そうこうしてるうちにちょうどい
い場所を見つけていく。

■Appleファンの場合、作業例
作業１：iMovieで画面キャプチャー（切り出し）
作業２：一旦dropboxにアップ（バックアップ）
作業３：iPhoneアプリで修整 「Snapseed」「Afterlight」など（現像）
一度クラウドに上げてiPhoneで修整する面倒な例ですが、これをやるとちょっとした空き時間に現像ができます。
満員電車で片手で現像すると、駅を乗り過ごすぐらい集中できますし、スマホの見え方を直接確認できるのは大きいですね。

■ポイント
• デバイスごとの写真の見え方に注意
⇒鮮やかなスマホ画面と、目にやさしいパソコン画面とでは見え方が変わります。また紙に印刷するとなる出力してみないと
分かりません。
• 最後はクラウドへバックアップ
⇒「Googleフォト」などは無限にアップできます。
ここまで作れば立派なあなたの作品。
大事になさってください。

owga.net
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あなたの街の動画屋

大木 貴博（オーキ）

どなたか漫画風の似顔絵描ける方いらっしゃいますか？
東京都江東区大島 （西大島駅、 亀戸駅）
ohki@owga.net 090-1032-9692
Facebook https://www.facebook.com/ohki.owg
http://owga.net/
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市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!
ついに来た!定額制の音楽聴き放題サービス ～AppleMusic～

7月にiOSがver.8.4になりました。
通常ですとこの時期は(7月〜9月)は秋に新しいiPhoneやiPad
が発売になるため『.4』までバージョンアップすることはない
のですが、今回のiOSはあえてこの時期に新しい機能である
『AppleMusic』を追加投入してきました。
この『AppleMusic』とは1ヶ月980円払えば『iTunes Store』
で公開されている数百万曲を無制限に聞くことが出来る『定額
制の音楽聴き放題サービス』です。
これってすごい事ですよね！
ただし問題は、その数百万曲の中に自分の聴きたい曲があるか
どうかですが、そこでこのサービスの980円が高いか安いかの
基準が変わってくると思います。
そういう事もあってか「まずは3ヶ月間は無料で使ってみて決
めてください」ということで全てのユーザーがお試しする事が
できるんです。そうする事によってどの曲が支持されているか
をAppleがデータを取っていくのだと思います。
それにしてもこんなサービス始められたら、ますますCDが売
れなくなってしまいます。本当に大丈夫なんでしょうか？こっ
ちの方が心配になってきてしまいます。
私もとりあえず、3ヶ月無料なので使っています。
皆さんも是非お試しになってはいかがでしょうか？！

マイベストヒットソング

AppleMusicの記事を書いていて思い出したのですが、確かに今は音楽は
ひとつの小さな音楽プレイヤーに入れておけば、いつでもどこでも気軽に高
音質な楽曲が楽しめます。
しかしなんか余りにも簡単に出来すぎるので有り難味がないというか、1
曲の重みが非常に少ないように感じます。私は高校生の頃にバイトしたお金
でミニコンポを買いました。

当時ＣＤが出始めた頃で物凄い高音質な音楽が手軽に再生できると喜んだ
ものですが、しかしＣＤの中に入っている楽曲はすべて自分が好きな曲では
ないし、色々なアーティストが入っている訳でもないので、自分の好きな曲
だけを集めた｢ベストヒットソング」が欲しくなるわけです。
しかし当時はデジタルコピーなどできるような時代ではなかったので必然
的にアナログの音質が劣るカセットテープにダビング(←死語？)していた訳
です。一生懸命入れる曲の時間を計算して全部曲が入るのか、途中で切れた
りしないか、などいろいろな事に気を使いながら録音していたものです。
ですから出来上がったテープは本当に宝物のように大事に大事にして何回
も何回も聞きました。ですからすごく音楽というものが大事な物だったので
す。しかし今は入る曲は数千曲、簡単に編集できますし、プレイリストをパ
ソコンで作れば、あっという間にカセットテープなどの比にならないくらい
素晴らしいものができてしまいます。ですが、やっぱり思い入れのあるもの
となると昔のカセットテープの比ではないんですね。
どちらの方が幸せなのでしょうか？ふとそんな事を考えてしまいました。
（市川徳宏）
やさしくデジタル 2015年7月号
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「やさしくデジタル」の感想をいただきました。ありがとうございます。
ピンズ
コミュニケーション

＜第１回マヒマヒピンズコレクション展開催中です 7/8〜8/3>

＜ 開催場所 ＞

みなさまからいただきましたピンズを専用の額に入れて
お披露目させていただいております。

相山オーナ

編集後記

簡単で高品質な物と手間がかかるうえに低品質。
一見どちらが素晴らしいものかを考えれば前者
の方になるのでしょうが、人間って不思議なも
のですね。できないものをああしたいこうした
市川徳宏です。 い。ドラえもんの世界ではないですが、こうし
た事を想像してる方が楽しいんですよね。
そしてできなかったものができるようになる。
幸せなはずなのに、何故か当たり前になって有
り難味が減っていく。アナログとデジタル。
どっちが幸せなんでしょうか･･･。深いなぁ〜
8
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いつもお読みいただきありがとうございま
す。いつも誤字を無くそうと何回も読みま
すがなかなか無くなりません。先月号まで
表紙のFAX番号が間違っていました。お二
人の方に教えていただきました。角を揃え
たり、余白を均等にしたり、こういう精度
を上げていい仕事ができるようにしたいと
思っています。「やさしくデジタル」でが
んばります。（中島正雄）

