
目次

2ページ 巻頭言 動画の力

3ページ 事例・実績 いよいよマイナンバーがはじまります！

4ページ ＜特集＞ 「井辻栄輔氏」私の履歴書⑨

5ページ タイムライン 今月のスナップ！

6ページ 動画
もうそろそろ動画野郎！
第7回 動画アップしたらこれだけはやっとこ

7ページ おすすめアプリ
ついに出ました時代の最先端をいく
基本中の基本ソフト！～Apple iOS9～

8ページ 編集後記 感想ありがとうございました。

【発行人・発行責任者】

代表取締役 中島正雄
〒101-0051

東京都千代田区神田神保町２－１２－１４ 三宅ビル３Ｆ－Ａ

[ ＴＥＬ ] 03-3556-1477 [ ＦＡＸ ] 03-3556-1478

[ 電子メール ] nakajima@cpl.jp
[ ホームページ ] http://www.computerlib.co.jp/ 

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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シリコンバレー、カリフォルニア州 クパチーノにあるアップル本社（2012年4月撮影）2016年に新本社になる。



動画の力
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私はパソコンが使えるようになってから「パソコンは人と

会うために使う道具」だと強く思っている。そのパソコンは

今、ホームページを見る「ブラウザ」ソフトやアプリに置き

変わり、それはつまりインターネットのことで、当時から

思っていたことを今様に言い換えると「インターネットは人

と会うために使う道具」ということになる。

インターネットが”きっかけ”となった新しい出会の経験は、

少なからずみなあると思う。例えば、行ったこともないレス

トランの評判をホームページで調べ予約したり、LINE（ラ

イン）で孫と会話をしたり、フェイスブックをきっかけに同

窓会を開催したというようなことである。インターネットが

きっかけで、新しいお店を見つけたり、なかなか会えない人

と会えたり、旧友との交流が再開するというような出会いが

生まれている。

私の身の回りにも、インターネットがきっかけとなった”

新しい出会い方”のエピソードがある。私には３人の息子が

いる。３人とも学校ではバスケットボール部に所属していて、

私の週末は決まってカメラを抱えて息子たちの試合観戦であ

る。今は昔と違ってどのチーム（学校）も、親の応援が熱心

だ。子どもたちは沢山の観客の中で試合をする。観客の中に

は試合の動画（ビデオ）を撮る人が必ずいて、撮ったビデオ

を後でDVDにコピーして配布してくれる。それは、わが家

の永久保存版で、とてもありがたいことだった。

最近の学生スポーツは、体力、技術の他にメンタルが注目

されている。メンタルとは心の使い方といったところだろう。

指導者も選手も、この目に見えないメンタルをどのように扱

うか試行錯誤中である。試合の前となると、子どもたちのメ

ンタルをポジティブ（前向き）に、プラス思考に持って行け

るように家庭でも食事や会話に気を使った。それは、母親に

頼るところが多かった。そんなとき、私が子どもたちにでき

ることは何かと考えて思いついたのが、その昔、“プロ野球

ニュース”というテレビ番組でホームランのシーンばかりを

集めた動画だった。その動画を見ると何故がスッカとした思

いになり、やる気が漲ってくる気持ちになったことを思い出

した。そして、私は子どもたちのシュートが入った得点シー

ンだけを集めた動画を作り、試合前に見せることを思いつい

た。

動画の編集はパソコンがあれば出来る。試合の動画は、い

ただいたDVDがある。まず、DVDをパソコンで読み込み、

動画をパソコン用のファイルに変換する。そして、動画編集

ソフト（私が使ったのはアップル社の「iMovie」）を使って

シュートの入ったシーンを抜き出し、つなげ一つの動画にす

る。最後に、子どもが好きそうでかつモチベーションが上が

る音楽を動画のBGMに入れて完成させる。制作に３日、動

画の長さは13分09秒になった。

次に、作った動画をどうやって子どもたちに見せるかだっ

た。私が考えたのは動画共有サイト「YouTube（ユー

チューブ）」に動画をアップロードしてiPadで見せる方法

だった。

インターネットにつながっているiPadだったら、試合前の少

しの時間でも、子どもたちがどこにいても手軽に見せること

ができると思った。作った動画をユーチューブにアップロー

ドして準備は整った。動画はその役目を見事に果たし、しば

らく経ってユーチューブでその動画の再生回数を見てみると、

なんと12,000回以上になっていた。いったいそんなに誰が

見たのだろう、、、友だちの数をはるかに超えるこの数字に

うれしくもなり、恐ろしくもなった。

私がユーチューブにアップロードしたこの動画をきっかけ

に、次男の人生を左右する大きな出会いがあった。中学２年

生の冬休みも終わり、そろそろどこの高校に進学するかを考

える時期が来ていた。そんなある日、中学校の先生を通じバ

スケットボールの強豪校の顧問の先生から「高校の練習に来

ないか！」というオファーをいただいた。もちろん次男は二

つ返事で練習に参加し、その後私は高校の先生にお礼のメー

ルを送った。先生からいただいた返事の中に「私自身もユー

チューブで何度も彼のプレイを拝見させていただき、ぜひど

ういった子なのかしゃべってみたかったんです。」というフ

レーズがあった。あの動画が一役かったかもしれなかった。

こういうことって本当にあるんだ！動画を見てうちの子に

会ってみたいと思ってくれた高校の先生の気持ちと行動が素

晴らしいと思った。その後、彼はこの学校に入りバスケット

ボール部に所属して３年間で２度全国大会に出場することが

出来た。こんな素敵な出会いがあるのだと神様に感謝した。

百聞は一見にしかず。動画の持つ力だった。最近フェイス

ブックでも手軽に動画が扱えるようになったと、ザッカー

バーグ社長が飾り気なのない社内でプレゼンテーションして

いる動画を見た。社長の案内で世界一のＩＴ企業の会社見学

を体験した感じがした。テレビ番組よりユーチューブを見る

時間の方が長くなっているというレポートもあった。テレビ

よりインターネットの方が面白いのだ。それはきっと、そこ

には新しい人との出会いがあるからかもしれない。

（文責：中島正雄）
感動の出会いのきっかけとなった動画（今もユーチューブに
https://www.youtube.com/watch?v=wx9QtZUGwf4ある）
https://www.youtube.com/watch?v=wx9QtZUGwf4

ここに再生回数が表示される。→



いよいよ「マイナンバー」がはじまります！
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マイナンバー導入サポートいたします。ホームページをご覧ください。 http://www.computerlib.co.jp/

今のところマイナンバーを使うところは３カ所
（給与支払い・年金・雇用保険）

• マイナンバーを扱う人を決めておきましょう。

• マイナンバーの記載や書類を提出したら、
業務日誌などに記録するようにしましょう。

• 源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部
の人に見られたり、机の上に出しっぱなしにしたりしないようにし
ましょう。 出典：特定個人情報保護委員会資料 小規模事業者必見！マイナンバーガイドライン

のかんどころ（平成27年4月版）より



◎掃除道

①鍵山秀三郎（以後相談役）さんとの出会い

１９９２年７月私が４６歳の時に、坂田道信先生のご紹介でイエローハット八本松店オープンの

日に会わせていただいた。あの有名で神様のような方が、私のような初対面の人に対しても優しく

親切に接していただいて、一目で尊敬の念を抱いた。その後、何度もお会いさせていただき、イエ

ローハット本社などにトイレ掃除研修にも行かせていただいた。いつもお会いする度に右手を挙げ

て「井辻さん、今日は」と、名前を呼んで笑顔で迎えてくれて、いつも恐縮していた。

②広島掃除に学ぶ会

各地に、掃除に学ぶ会が開設されるようになり、１９９５年７月に「日本を美しくする会・広島

掃除に学ぶ会」が開設され、私が快調（会長）に選ばれて、その後、毎月開催して今年の７月に２

０周年を迎え、１２月には４００回記念大会を開催する。毎月２〜３回開催しており、多い８月に

は５回もすることがある。これほど広島の学校では、トイレ掃除に対する理解が深くご要望が多い

ということだ。私は快調という名前はもらっているが、周りのお掃除に仲間に助けられて、裏方さ

んをさせていただいているだけだ。広島掃除に学ぶ会は、県警と協力をして暴走族と一緒にトイレ

掃除をして、暴走族一掃の手助けをさせていただいたり、荒れた高校や中学校がトイレ掃除にする

ことにより、見違えるほど良い学校になったことなど、有名なエピソードが沢山ある。色んなイベ

ントがある度に、相談役には何度も広島まで来ていただいた。

③忘れられない出来事

１９９８年に、わが社のイタリア料理店で２００人以上もの食中毒を出すという前代未聞の出来

事があった。営業停止一週間を言い渡され、私は患者さんの病院や自宅に土下座をしながらお詫び

に回っていた。そのときに鍵山相談役から、私の携帯に「井辻さん、この度は大変でしたね。頑

張って下さいね。営業を再開される日にちが分かったら知らせてくだいね」と電話があった。あの

相談役から励ましの電話をいただいただけで、感動で嗚咽するほどだった。食中毒を起こした店は、

お客様は敬遠して閑古鳥が泣いていずれ閉店することが多い。再開の日、午前１１時前から店の前

に５０人以上の長蛇の列が出来ていて、すぐに満席になってびっくりした。多くのお掃除仲間が

「井辻さんが大変だから応援しよう」とかけつけてくれたこともあったが、裏で、相談役が動いて

くれていたことが後で分かった。相談役が広島で取引のある銀行さんとか、業者さんや知人に、

「再開の日に、行って欲しい」と、お願いをしてくれていたのである。イエローハットの山口営業

所から、マイクロバス２台で、２時間もかけて、１０数名で昼食に来てくれた。しかも入れ替わり

２日続けて。その後すぐに、相談役の声がけで「井辻を禿げ増す会」をしてくれて１００人以上集

まってくれて、相談役もわざわざ東京からかけつけてくれた。相談役は私ごときのために、ここま

でしてくれて・・・・言葉にならないほどの感謝の気持ちである。

④中国とのご縁

同じころ、中国とのご縁が出来て、毎年中国に「トイレ掃除とＭＧ」をしに行っていて、相談役

も最初の数回は中国掃除に学ぶ会に参加してくれていた。今年の１０月で、中国掃除・ＭＧが２０

年になるので、記念大会をすることを去年の１０月に決めて、ダメもとで「記念大会だから、相談

役に来ていただけない」かと本部にお伺いをしたら、即断で「井辻さん、行かせていただきます」

と返事をいただき、飛び上がるほどびっくりし感動した。失礼ながらあの高齢で来年でかなりハー

ドな旅行を約束される気力と思いやりには驚きである。

相談役は、常に相手を喜ばせることを考えて

おられ、私だけではなく日本の何万人もの人に、

このようなことをされていて、多くの信者を

作っておられる。

やさしくデジタル 2015年9月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14774

⑨

井
辻
栄
輔

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。



タイムライン
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シンノオ社の本社のコピー機がiPadで1台減りました。

11月1日（日）
街全体が

ミュージアム

「中央区まるごと
ミュージアム2015」
今年もお手伝いさせ
ていただきます

http://www.marug
oto-chuo.jp/iPadで業務革命3年目、機種変更しました。

工業技術研究所のみなさま

マンダラ手帳のクローバ経営研究所 松村剛志社長

創業時からのお客さま・円宏産業 池田社長来訪

尊敬する井辻教授主宰「東京禿げ増す会」

iPadでタイムレコーダー「スマートゲート」提案します
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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7回 動画アップしたら
これだけはやっとこ owga.net

あなたの街の動画屋 大木 貴博（オーキ）

「誰でも分かるYouTubeチャンネル管理」
セミナー全国どこでも行きます
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/

■アップしただけで安心しない
頑張って作った動画をやっとこさYouTubeにアップロードした！
オレ頑張った。いい動画ができた。さーご飯食べよう…
もしあなたのチャンネルがとあるコミュニティで有名で、500人以上登録
者数があれば、きっと登録者の皆さんが自然に視聴し拡散してくれます。
しかし作ったばかりのチャンネルに動画をアップしてもそれはインターネット
の大海に小舟をポツンと浮かべただけで、まず誰も見てくれません。衝
撃映像のように内容が面白ければ拡散されますが、それまでに何ヶ月
～何年かかるか。まして法人向けの堅い動画だったら…後日でも結構
です。必ず知ってもらう努力をして、あなたの苦労と想いをより多くの方に
感じていただこうじゃありませんか！頑張ったんだもの！

■一般ユーザーとしてできること

■チャンネル管理者として：2点
A. タイトル
B. 説明文
この２点は管理者しかできない項目。有名ユーチューバーが何をやっ
てるかを見て、どんどん真似しましょう。

■A. タイトル
勝負してください。YouTubeはタイトルで勝負するんです。
・見て欲しい人がどんな言葉にヒットするか？ キーワードを意識
・長くてもよい。でも長すぎると検索結果に表示されない。
・Googleの動画検索をして、他の動画がどこまで表示されるか確認し
てみましょう。

■Googleが動画検索で見ていること
噂では「GoogleはYouTube動画の内容まで分析してインデックス
（検索結果に反映）している」なんて都市伝説を聞きます。確かに何
が映ってるか情報を集めてるのは分かりますが、それが実際の検索結果
に反映してるのか？は疑問です（2015年現在）
試しに「桜」が映ってる動画を、タイトル・説明文を「工作機械」に修正し
てみたのですが、関連動画はすべて「工作機械」になってました。
それぐらいYouTubeではテキスト文章をあてにしている、という証ですね。
是非色々試して、せっかく作った動画を皆さんに見ていただいてください

■B. 説明文
これが結構めんどくさい。
その動画に関する解説文、URL、関連情報などを載せるのが最適です
が、チャンネル全般の説明文で埋めておくのでも良いでしょう。
要は空っぽにしない
・検索結果では、上から２～３行が表示される
・関連するキーワードを適当に散りばめる 外国語にも配慮
・他に見て欲しい動画のURLを貼っておく
・これも有名ユーチューバーがどうしてるか？を真似る

「動画検索」でタイトル、
説明文がどう表示されるでしう？

C. 評価する
D. 共有する
E. コメント
これは管理者じゃなくてもできるので、ご自身だけじゃなく周りの人にサク
ラでやってもらってください。
C.＞なんでもいいから評価してください。FBのいいね！みたいなものです
D.＞Facebook、Twitter、ブログ、どんどん共有・拡散します
E.＞Amazonの書評、カスタマーレビューみたいなものです 多少わざと
らしくてもいいので、「勉強になりました」ぐらいの一文を投稿してください
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市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

ついに出ました時代の最先端をいく基本中の基本ソフト！

～Apple iOS9～

本当はこのコーナーはおすすめアプリを紹介する場所なんですが、今回はアプリでなくOSの紹介です。

この時期はAppleの周りが騒がしくなりますよね！

それはiPhoneやiPadの新型機が登場する以外に、その2つを動かすための根幹となる基本的なOS(オペレー

ションシステム)が大幅にアップデートされるからなんです。

昔はその機械を買ったら壊れたり変えたりしない限り中身は変わらなかったですが、最近は端末がインター

ネットに簡単に接続できるようになったので、中身の更新がより簡単により早くできるようになりました。

同じ機種であってもOSがアップデートされるといままで出来なかった事ができるようになるんです。

それが無料で出来てしまうので、新しいiPhoneやiPadを買う人以外の人にとっても重要な事になるんです。

ですからiOSの出来具合が今後の私たちの生活に大きく影響されてくる訳ですからiPhoneユーザーが騒がし

くなるのは当然なんです。((笑))

それにしても、日本人って本当にiPhoneが大好きですよね！私も大好きです。

iPhoneが音楽の常識を変えた!!
iPhoneの話題が出たので、私のiPhoneを使った最新の音楽の聴き方について

ご紹介します。

iPhoneは元々携帯音楽プレイヤーのiPodが原型です。ですから音楽の機能が

ものすごい充実しています。

元々はPCにiTunesというアプリケーションを入れて、自分の持っているCD

やMP3の音源を管理(プレイリストを作ったり編集する)してiPodに音楽デー

タを入れて聴いていました。

それがiPhoneが登場してインターネットに接続できるようになってから状

況は一変してきました。

ネットに繋がるという事は色々な事ができるようになるんです。

そのひとつの機能が『AirPlay』という機能です。

簡単に説明すると、外でヘッドホンで音楽を聴いていて家に帰ってきて部

屋に入りiPhoneのボタンを切り替えるだけで家のアンプに電源が入り、今

までヘッドホンから流れていた音楽が家のスピーカーから続きが流れると

いった具合です。

詳しく説明するとものすごい膨大な文章になってしまうのでここでは省き

ますが、これはほんの一例でしかありません。

いまや音楽もデジタルでインターネットと繋がっているので、昔ように家

で音楽を聴くという事だけではなくなってきているんですね。
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編集後記

ピンズ
コミュニケーション

市川徳宏です。

いつもお読みいただきありがとうござい

ます。iPadでタイムレコーダー「スマー

トゲート」開発中です。WordPressを

使って1,000人を超える会員サイトがこ

のシルバーウィークにサービスインしま

した。パソコンがインターネットに置き

代わり今までの常識を変えています。10

月は井辻栄輔氏と北京に行きます。合言

葉は「やさしくデジタル」（中島正雄）

「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。

地元、日産の純正ピンズです。ブルバード、ローレ
ル、セドリック、グロリア、往年の名車です。

いつのころからがiPhoneの動向で世界の人た

ちが一喜一憂するようになったんでしょう。

それはiPhoneが出現してから色んなものが

iPhoneのアプリになっていったからではない

でしょうか？カメラ？ラジカセ？携帯電話？

身の回りにあるものがみんなアプリになって

iPhoneひとつあれば事足りるようになってし

まってます。私もiPhoneが無くなったら一大

事です。それほど私たちの生活に無くてはな

らないものになってしまってるんですね。

通知カードが届いたら、写真入りの個人番号
カードを申請（スマホでもOK）しましょう！（無料）

https://www.kojinbango-card.go.jp/

←木原正勝さま、いつも
感想をいただきましてあ
りがとうございます。おか
げさまで１年続けること
ができそうです。

↑今までピンズ展を３回
開催させていただいた相
山さんのお店が改装オー
プンします！そして今度
のお店のテーマは『ちょ
いワルおやじが楽しいレ
ストラン』だそうです。
とても楽しみです。


