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こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。

私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で3年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし

た！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイト

ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。

まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思

います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。

さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（2/26日に編集してい日に編集してい日に編集してい日に編集してい

ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速

報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの

注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お

しかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんが

ミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうで… たくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらもの

すごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっ

くり休んで、またくり休んで、またくり休んで、またくり休んで、また4年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。

さて、さて、さて、さて、3月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、

ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜

でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷

えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲

間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予

定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ

し早いと予想されています。し早いと予想されています。し早いと予想されています。し早いと予想されています。

花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ

も多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良い

機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文

化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ

ているのでした。ているのでした。ているのでした。ているのでした。

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターを発行を発行を発行を発行しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、

いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りす

ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月1回。発行日回。発行日回。発行日回。発行日

は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせ

て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続4年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（江戸川区に引越が決

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★
3333月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます

ので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこ

とも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べまし

た。た。た。た。

★雛祭りの由来★雛祭りの由来★雛祭りの由来★雛祭りの由来

もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、暦上の節目の日暦上の節目の日暦上の節目の日暦上の節目の日

で、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれ

ていた。ていた。ていた。ていた。3333月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを

清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、人形に不人形に不人形に不人形に不

浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする流し雛の習流し雛の習流し雛の習流し雛の習

慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の女の子の人形遊女の子の人形遊女の子の人形遊女の子の人形遊

びが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられ

ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節

句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た

ちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形を

置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま

した。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えら

れていました。れていました。れていました。れていました。3333月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃

の節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかな

成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の

思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに

なったということのようです。なったということのようです。なったということのようです。なったということのようです。
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今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々

が多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないと

他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？googleの無料サービスの無料サービスの無料サービスの無料サービス

の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。

googleの紹介もの紹介もの紹介もの紹介も4回目です。今回は、回目です。今回は、回目です。今回は、回目です。今回は、

『『『『ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント』』』』の紹介をします。の紹介をします。の紹介をします。の紹介をします。

googleドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといい

ますと、ますと、ますと、ますと、googleで文章編集・管理・で文章編集・管理・で文章編集・管理・で文章編集・管理・

共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。

WEBブラウザー（ブラウザー（ブラウザー（ブラウザー（Internet 

Explorerなど）があれば、特別な設など）があれば、特別な設など）があれば、特別な設など）があれば、特別な設

定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、googleアカアカアカアカ

ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。

特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、

MicrosoftののののWord・・・・Excel・・・・

PowerPointの文章ファイルを読みの文章ファイルを読みの文章ファイルを読みの文章ファイルを読み

込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす

ることが出来ることです。ることが出来ることです。ることが出来ることです。ることが出来ることです。

Officeほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えま

せんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメント

閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。まままま
た、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合に

も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。googleドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント

上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ

ゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートと

いうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれ

ががががWord・・・・PowerPoint・・・・Excelに相当に相当に相当に相当

するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保

存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の

機能など考えると、完全に機能など考えると、完全に機能など考えると、完全に機能など考えると、完全にofficeのののの

代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、

うまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つこと

があると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソ

コンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存して

持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し

たほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来る

のではないでしょうか？のではないでしょうか？のではないでしょうか？のではないでしょうか？

こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。

私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で3年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし

た！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイト

ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。

まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思

います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。います。宜しくお願いいたします。

さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（さて、オリンピックが終わりそうですね。（2/26日に編集してい日に編集してい日に編集してい日に編集してい

ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速ます）実は私はあまり見れていないのですが、ニュースの速

報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの報等だけはチェックしていました。やっぱりフィギアスケートの

注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お注目度はすごかったですね。浅田選手銀メダルでしたね。お

しかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんがしかったです。演技を見れていないので、何とも言えませんが

ミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうでミスが出てしまったそうで… たくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらものたくさん期待を受けながらもの

すごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっすごいプレッシャーがあったと思います。とりあえず今はゆっ

くり休んで、またくり休んで、またくり休んで、またくり休んで、また4年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。年後に向けて頑張ってほしいです。

さて、さて、さて、さて、3月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、月と言えば、花見です。私は暖かい日の昼間に、

ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜ぽかぽかしながら花見をするのがとても好きです。夜桜

でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷でライトアップされている桜は綺麗ですが、夜はまだ冷

えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲えることが多いので、個人的には昼派です。毎年同じ仲

間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予間でやるのが定番になっています。今年も開催する予

定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ定でとても楽しみです。今年の開花は、例年並みかすこ

し早いと予想されています。し早いと予想されています。し早いと予想されています。し早いと予想されています。

花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ花見は会社などで、年中行事として採用しているところ

も多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良いも多いかと思います。楽しく社員間の交流が出来る良い

機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文機会でありますが、弊社には残念ながら花見をする文

化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ化が無いので、プライベートで花見を楽しみたいと思っ

ているのでした。ているのでした。ているのでした。ているのでした。

弊社では、弊社では、弊社では、弊社では、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターを発行を発行を発行を発行しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、しております！内容は、毎回未定ですが、

いつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りすいつもお取引頂いているお客様に少しでもお役に立てそうな情報を選りす

ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月ぐって、発行していきたいと思っています。発行は基本的に毎月1回。発行日回。発行日回。発行日回。発行日

は不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせは不定期ですが、他の郵便物と一緒にお送りしたいですから、それに合わせ

て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。て編集していきます。ちょっとした暇つぶしにご一読下さい。

フタバビジネス株式会社

名前 ：北見大樹

年齢 ：27歳（勤続4年目です）

血液型 ：A型（でも、掃除が苦手）

星座 ：おひつじ座（妹も同じ星座なの

で、星占いは信じられない）

出身 ：葛飾区新小岩（江戸川区に引越が決

定しました・・・）

趣味 ：ダーツ（最近、また復活しました）

弊社では、従業員数は限られておりますが、

オフィスのトータルプランナーとして、

貴社オフィスのお困りごとを解決し、その後の

サポートをさせて頂く体制を整えています。

何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。
TEL：03-3816-2880 FAX：03-3818-3534

HP検索は、『フタバビジネス』で！

★★★★ オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！オフィスですぐに使える小ネタの紹介をしていきたいと思います！ ★★★★
3333月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます月は花見だけでなく雛祭りがあります。私には妹がいます

ので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこので、昔は我家でも雛祭りをしていました。そんな懐かしいこ

とも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べましとも思い出しつつ、今月は雛祭りについての雑学を調べまし

た。た。た。た。

★雛祭りの由来★雛祭りの由来★雛祭りの由来★雛祭りの由来

もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、もともとは現在の中国の行事で、暦上の節目の日暦上の節目の日暦上の節目の日暦上の節目の日

で、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれで、奇数が重なる日に邪気を祓う行事が行なわれ

ていた。ていた。ていた。ていた。3333月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを月の最初の巳の日は川に入って穢れを

清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、清める習慣があった。日本に伝わると、人形に不人形に不人形に不人形に不

浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする浄を託し、川や海に流して厄払いする流し雛の習流し雛の習流し雛の習流し雛の習

慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の慣になった。この流し雛と貴族の女の子の人形遊女の子の人形遊女の子の人形遊女の子の人形遊

びが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられびが合わさって雛祭りの原型が出来たと考えられ

ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節ている。江戸時代には、この巳の日（上巳）を五節

句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た句として定め、上巳の節句として身分の高い人た

ちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形をちだけでなく、庶民にも浸透。現在の雛壇に人形を

置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま置き、モモの花を飾るような形式に近づいて行きま

した。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えらした。桃の木は、悪魔を打ち払う神聖な木と考えら

れていました。れていました。れていました。れていました。3333月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃月に咲く桃の花を飾ることから、桃

の節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかなの節句と呼ばれるようになり、女の子のすこやかな

成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の成長を祈る雛祭りへと変化して行きました。中国の

思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに思想と日本の風習がコラボしたものが雛祭りに

なったということのようです。なったということのようです。なったということのようです。なったということのようです。

ザザザザ ツツツツ ククククガガガガ

編集者自己紹介

フタバビジネス ニュースレター

2010年3月号【【【【Vol.8】】】】

今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々今回の小ネタは、もうすでに使っている方々

が多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないとが多数いらっしゃる。だからこそ知らないと

他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？他には聞けない！？googleの無料サービスの無料サービスの無料サービスの無料サービス

の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。の使い方を紹介していきたいと思います。

googleの紹介もの紹介もの紹介もの紹介も4回目です。今回は、回目です。今回は、回目です。今回は、回目です。今回は、

『『『『ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント』』』』の紹介をします。の紹介をします。の紹介をします。の紹介をします。

googleドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといいドキュメントってなにかといい

ますと、ますと、ますと、ますと、googleで文章編集・管理・で文章編集・管理・で文章編集・管理・で文章編集・管理・

共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。共有が出来てしまうというものです。

WEBブラウザー（ブラウザー（ブラウザー（ブラウザー（Internet 

Explorerなど）があれば、特別な設など）があれば、特別な設など）があれば、特別な設など）があれば、特別な設

定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、定やソフトは必要なく、googleアカアカアカアカ

ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。ウントさえあれば無料で利用可能。

特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、特に使って便利だと言えるのは、

MicrosoftののののWord・・・・Excel・・・・

PowerPointの文章ファイルを読みの文章ファイルを読みの文章ファイルを読みの文章ファイルを読み

込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす込んで、編集したり書きだしたりす

ることが出来ることです。ることが出来ることです。ることが出来ることです。ることが出来ることです。

Officeほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えまほど高度な編集は行えま

せんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメントせんが、外出先でのドキュメント

閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。閲覧などには十分使えます。まままま
た、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合にた、ドキュメント新規作成の場合に

も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。も一肌脱ぎます。googleドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント

上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ上で新規作成を選ぶと、文書・プレ

ゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートとゼンテーション・スプレッドシートと

いうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれいうドキュメントが作れ、それぞれ

ががががWord・・・・PowerPoint・・・・Excelに相当に相当に相当に相当

するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保するデータを作成できるのです。保

存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の存には制限がありますし、作成の

機能など考えると、完全に機能など考えると、完全に機能など考えると、完全に機能など考えると、完全にofficeのののの

代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、代わりになるものではありませんが、

うまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つことうまく使いこなせば、役に立つこと

があると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソがあると言えるでしょう。ノートパソ

コンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存してコンにたくさんのデータを保存して

持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し持ち歩くなら、賢くクラウドを利用し

たほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来るたほうが効率の良い仕事が出来る

のではないでしょうか？のではないでしょうか？のではないでしょうか？のではないでしょうか？

こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。こんにちは。フタバビジネスの北見大樹です。

私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で私事ですが、この業界に入ってから先月で3年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし年が経ちまし

た！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイトた！もうさすがに新人ではないので、ニュースレターのタイト

ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。ルを少し変更しました。

まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思まだまだひよっこですが、気持も新たに頑張って行きたいと思
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特 集 Windows7のその後
今回の特集は、Vol.2以来のWindows7についての情報

を少し紹介したいと思います。

WindowsXPの根強い需要が未だに消えないのですが、

パソコン入替のお話が上がりますと、Ｗｉｎｄｏｗｓ7導入

への検討が、Ｖｉｓｔａの時よりも前向きの企業様が多いよ

うな気がします。私たちのオフィスでは、Ｗｉｎｓｏｗｓ7も稼

働していて、なかなか快適に動作しているとの声を聞い

ています。

私も実際触ってみた感想は、まずＶｉｓｔａよりも体感速度

が速いということです。特にパソコンの起動は、ＸＰ並み

かそれ以上の速さで動いてくれます。シャットダウンはＸ

Ｐよりも速く、Ｖｉｓｔａともほぼ変わらない速度だそうです。

その他の、Ｚｉｐファイルの解凍や、ＬＡＮ経由のファイル

コピーなど、使用していてストレスを感じる部分は、ＸＰ・

Ｖｉｓtaｔ両方と比べても劣る部分が少なく、Ｖｉｓｔａに対して

の不満要素の一つであるスピードに関しては改善され

ていると言えるでしょう。さらにＶｉｓｔａから、セキュリ

ティーアップのために管理者権限でのアクセスには許可

が必要になり、ソフトウエアのインストールにはしつこい

くらいにいいですか？って確認画面が出てきますが、

Ｖｉｓｔａから新しく加わったAeroも進化していて、ここでは

割愛しますが、使って便利なインターフェイスになってい

ます。

通常使用でストレスが軽減すると思いますので、Ｖｉｓｔａ

ユーザーはアップグレードして問題ないと思います。

問題はやはり、ＸＰユーザーです。一番の問題は今まで

使っていたアプリケーションソフトが使えなくなることや、

独自のシステムなどの運用が出来なくなることです。以

前紹介したＸＰモードで対応出来ればいいのですが、い

ずれソフトウエアや環境整備に投資していかなくてはい

けないことには変わりはないと思います。現在、Ｗｉｎｄｏ

ｗｓ７とＸＰの両方が使える仕様（ＸＰダウングレードサー

ビス）のパソコンが発売しています。この両方のＯＳが使

えるモデルも、いつなくなるかわかりません。今買い替

えをする場合は、この両方使えるモデルを購入し、Ｗｉｎ

ｄｏｗｓ７の環境へ移行していく準備をしながら徐々に環

境を整えて行くのがベストかも知れません。

1月のパソコン出荷台数は大幅に増えたそうで、需要回

復の傾向だそうです。ＸＰが使えるうちは使っているのも

もちろんいいと思いますが、買い替えのタイミングが来

た場合はＷｉｎｄｏｗｓ7の導入を検討してもいいのかも知

皆様の声をお聞かせ下さい！！
お客様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを与えてくれるものはありません！！
いいこと・悪いこと・このレターの感想など、どんなことでも結構です。是非お客様の声をお聞かせください！
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が必要になり、ソフトウエアのインストールにはしつこい

くらいにいいですか？って確認画面が出てきますが、

Windows7 では、確認画面の回数も少なく煩わしさが軽

減しています。

Ｖｉｓｔａから新しく加わったAeroも進化していて、ここでは

割愛しますが、使って便利なインターフェイスになってい

ます。

通常使用でストレスが軽減すると思いますので、Ｖｉｓｔａ
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ティーアップのために管理者権限でのアクセスには許可
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くらいにいいですか？って確認画面が出てきますが、

Windows7 では、確認画面の回数も少なく煩わしさが軽
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Ｖｉｓｔａから新しく加わったAeroも進化していて、ここでは

割愛しますが、使って便利なインターフェイスになってい
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ｗｓ７とＸＰの両方が使える仕様（ＸＰダウングレードサー

ビス）のパソコンが発売しています。この両方のＯＳが使

えるモデルも、いつなくなるかわかりません。今買い替

えをする場合は、この両方使えるモデルを購入し、Ｗｉｎ
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た場合はＷｉｎｄｏｗｓ7の導入を検討してもいいのかも知

れませんね。


