


 

 

クラウドの普及と共に、コンピュータウイルスの傾

向にも変化が現れています。 

最近では、アンドロイド端末をターゲットとしたウ

イルスが全ウイルスの 8 割にも上るほど激増して

おり、個人情報流出等を目的とした悪質なソフトが

増えていると報告されています。 

携帯アプリ市場も無数にあり、チェックも甘い現

状。 

セキュリティソフトを導入するなど、ユーザー側の

意識的な対策が必要となっています。 

    
電卓電卓電卓電卓をををを起動起動起動起動しししし、「、「、「、「表示表示表示表示(V)(V)(V)(V)」」」」をををを    
クリッククリッククリッククリック。。。。    
表示表示表示表示されたされたされたされたメニューメニューメニューメニューからからからから    
「「「「桁区切桁区切桁区切桁区切りりりり」」」」ををををクリッククリッククリッククリック。。。。    

アクセサリの電卓を使用するとき、桁で区切 

られていなくて見づらい…と思ったことは 

ないでしょうか。 

今回は桁区切りで表示する方法をご紹介します！ 

この機能は WindowsXＰなどでも使うことができるので、是非お試しください。 

あなたはしていませんか？ 

普段、深く考えず何気なくやっているそれは、もしかしたら犯罪かもしれません。 

今回は身近に潜む、ついやってしまいがちな違法行為について特集します。 

動画サイトなどにアップロードされている動画をパソコン本体に保存する行為は禁止されてい

ます。 

ただし、著作権のあるコンテンツを、違法と知りながらダウンロードした場合に限ります。 

現在は違法ダウンロードに罰則はありませんが、今国会にて刑事罰化が成立される見通しです。 

今までどおり、動画サイトで動画を見るだけなら問題ありません。 

このこのこのこの曲曲曲曲のののの PVPVPVPV いいないいないいないいな！！！！保存保存保存保存しとこうしとこうしとこうしとこう！！！！    

本人の許可なしに他人のアカウントを使って SNS などにログインする行為も犯罪となります。 

家族共用のパソコンで、お父さんが娘のアカウントを使用して mixi を勝手に覗いた…という行

為も法律的には処罰の対象となるのでご注意ください。 

娘娘娘娘はははは miximiximiximixi にどんなにどんなにどんなにどんな日記日記日記日記をををを書書書書いてるんだろういてるんだろういてるんだろういてるんだろう…………    

刃渡り 6cm を超える刃物を持ち歩くことを銃刀法により規制されていますが、実はそれ以下の

刃物、カッターや十徳ナイフなどでも検挙される場合があります。この時期、キャンプなどに

使用し、そのまま車の中に放置していた、なんてこともあるかもしれません。軽犯罪法では正

統な理由なく刃物を持ち歩くことを禁止していますので、「車の中に置いたまま忘れていた」は

検挙されることもあります。 

便利便利便利便利だだだだからからからからカッターカッターカッターカッターはいつもはいつもはいつもはいつも持持持持ちちちち歩歩歩歩いてるよいてるよいてるよいてるよ！！！！    

今月の特集 

どれもついついやってしまいそうなことですね。気をつけましょう！ 



【【【【鶏手羽元鶏手羽元鶏手羽元鶏手羽元のののの黒酢煮黒酢煮黒酢煮黒酢煮】】】】    
鶏手羽元         ・・・・ ４個 

●黒酢           ・・・・ ２００ml 
●水            ・・・・ ５００ml 
●砂糖           ・・・・  大さじ３ 
●鶏ガラスープの素(粉末)  ・・・・ 大さじ３ 
●しょうゆ         ・・・・ 大さじ１ 
●ゆで卵          ・・・・ １個 
●竹の子､細竹､結びこんにゃく ・・・  各５､６本 
 
【【【【レンコンレンコンレンコンレンコンのののの桜桜桜桜えびえびえびえび和和和和ええええ】】】】        

 水煮のレンコン      ・・・・ １袋 
ごま油          ・・・・ 少々 

●料理酒、砂糖       ・・・・ 大さじ２ 
●しょうゆ         ・・・・ 大さじ１ 
●桜えび          ・・・・ １０g 
  
 【【【【桜桜桜桜でんぶでんぶでんぶでんぶ入入入入りりりり卵焼卵焼卵焼卵焼きききき】】】】    
 卵            ・・・・ ２個 
 桜でんぶ         ・・・・ 大さじ１ 
 塩            ・・・・ 少々 
 
    【【【【アスパラアスパラアスパラアスパラののののベーコンベーコンベーコンベーコン巻巻巻巻きききき】】】】    
 アスパラ（下茹でしておく） ・・・ ３本 
 ベーコン         ・・・・ ３枚 
  
    【【【【しそごしそごしそごしそご飯飯飯飯のののの焼焼焼焼きおにぎりきおにぎりきおにぎりきおにぎり】】】】    
    ご飯           ・・・・ 茶碗１杯 
しそ（ゆかり）、塩ごま  ・・・・ 少々 

 
 【【【【パンパンパンパンののののチーズチーズチーズチーズ焼焼焼焼きききき】】】】    
 食パン（４/１にカット）  ・・・・ ２枚 
 玉ねぎ（スライス）    ・・・・ １/２ 
 ベーコン         ・・・・ ２枚 
 とろけるチーズ      ・・・・ お好みで 
 バター          ・・・・ 少々 
 
【【【【カニカマカニカマカニカマカニカマのののの生春巻生春巻生春巻生春巻きききき】】】】    

 カニカマ         ・・・・ ５本 
 細ねぎ          ・・・・ 少々 
 生春巻きの皮(お湯で戻しておく) ・ ２枚 
●マヨネーズ        ・・・・ 大さじ１ 
●チリソース        ・・・・ 小２/１ 
 
 【【【【鮭鮭鮭鮭ののののバターバターバターバター焼焼焼焼きききき】】】】    
 鮭            ・・・・ 一切れ 
 塩こしょう、バター    ・・・・ 少々 
 玉ねぎ（スライス）    ・・・・ １/２ 
  
【【【【こごみとこごみとこごみとこごみとごまごまごまごまドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング和和和和ええええ】】】】    

 こごみ          ・・・・ ３本 
 ごまドレッシング     ・・・・ 少々 
 
  

【【【【鶏手羽元鶏手羽元鶏手羽元鶏手羽元のののの黒酢黒酢黒酢黒酢
煮煮煮煮】】】】 
・フライパンに油を
敷き鶏手羽元の両面
に焼き目をつけてお
く。 

・鍋に●を全て入れ
て中火で２０分間煮
詰めたら完成。 

【【【【レンコンレンコンレンコンレンコンのののの桜桜桜桜えびえびえびえび
和和和和ええええ】】】】 
・水煮のレンコンを

ざるに入れ水をよ
く切り、ごま油で
さらっと炒める。 

・●を加え、中火で
約１０分ほど炒め
たら完成。 

【【【【桜桜桜桜でんぶでんぶでんぶでんぶ入入入入りりりり卵焼卵焼卵焼卵焼
きききき】】】】 
・溶いた卵に桜でんぶ
と塩を混ぜ合わせ、油
を敷いたフライパン
に流し込み、火が通っ
たら巻いていく。 

【【【【アスパラアスパラアスパラアスパラののののベーコベーコベーコベーコ
ンンンン巻巻巻巻きききき】】】】 
・アスパラをベーコ
ンの幅に合わせて切
り、ベーコンを巻い
て爪楊枝で止める。 

・熱したフライパン
に油を敷いて炒めた
ら完成。 

【【【【カニカマカニカマカニカマカニカマのののの生生生生春巻春巻春巻春巻
きききき】】】】 
・●をよく混ぜ、生春
巻きに薄く塗る。 

・カニカマと細ねぎを
同じ長さに切って、生
春巻きに巻いたら完
成。 

【【【【こごみとこごみとこごみとこごみとごまごまごまごまドレドレドレドレ

ッシングッシングッシングッシング和和和和ええええ】】】】 

・こごみを茹でて、
ごまドレッシング
と和えたら完成。 

【【【【ししししそごそごそごそご飯飯飯飯のののの 
焼焼焼焼 きおにぎきおにぎきおにぎきおにぎ

りりりり】】】】 
・しそ（ゆかり）
と塩ごまを、ご飯
に混ぜ合わせてお
にぎりを作る。 

・トースターで約
１分ほど焼きめを

 

【【【【パンパンパンパンののののチーズチーズチーズチーズ焼焼焼焼
きききき】】】】 
・バターを塗ったパ
ンをトースターに入
れて両面を焼く。（約
１分） 

・熱したフライパン
に油を敷き、玉ねぎ
とベーコンを炒め
て、チーズと一緒に
パンにのせる。・トー
スターで約１分ほど
焼いたら完成。 

【【【【鮭鮭鮭鮭ののののバターバターバターバター焼焼焼焼
きききき】】】】 
・鮭に塩こしょう
をしてバターで炒
め、玉ねぎも加え
てしんなりしてき
たら完成。 

今回は五月病に効く入浴法について説明します。 

【浴室の明かりは少し暗めに】 

心が落ち着くように、浴室の明かりはあまり明る過ぎ無い 

方がいいです。キャンドル使用するのも効果的です。 

【アロマ効果】 

好みのエッセンシャルオイルや入浴剤を使って、心地よい 

香りを楽しむ事でアロマ効果があります。 

他にもゆずやみかんの皮をいれるのも良いです。 

【半身浴】 

ぬるめの 38～40℃のお湯に、みぞおちの辺りまで浸かり、 

20 分～30 分半身浴でゆっくり過ごしましょう。 

難しい事は考えず、おふろの空間を楽しみながらのんびりと 

お湯に浸かるのが五月病対策のコツです。 

愛愛 愛愛
 
猫猫 猫猫
 
日日 日日

    
和和 和和
 

母の日は 20 世紀の初頭にアメリカで始められました。 
ウエストバージニア州で教師をしていたアンナ･ジャービス
が亡き母親を思い、教会で記念会をもち白いカーネーション

を贈ったのが始まりとされています。 
日本では昭和時代まで当時の香淳皇后の誕生日である 3 月 6
日に行われてましたが、1949 年頃からアメリカの例に倣って

5 月の第 2日曜になりました。 
ちなみに、スペインでは 5 月 1 日、北米では 5 月の最後の日
曜が母の日と決められてます。 

 
旅行運が絶好調です！若干の予算オーバーは気にせず、行ってみたい所へ 
行く方が吉と出ています★ただ、その際には買いすぎに注意して下さいね。 
ラッキーｶﾗｰはホワイト、ラッキーアイテムは携帯電話です♪ 

5 月となり雪もすっかり解け、ゴールデンウィークはいかが過ごされましたでしょ

うか？ 

今年は桜の開花が遅れ、ちょうど連休にぶつかりましたね。今年も昨年に引き続き 

弘前城の夜桜を見に行ってまいりました。ライトアップされた桜が、日中とはまた

違った趣があり綺麗の一言でした。しかし奥に進み出店が見えてくると、出店に心

を奪われ、 結局は今年も花より団子の私でした（笑）皆様も十分に休みを満喫し

ましたでしょうか？気持ちを切り替え、日常生活に戻ってまた頑張りましょう！ 

エービッツニュースレターに関するご意見、ご感想は下記のメールアドレスまでお

願い致します。        ⇒⇒⇒⇒a-com_news@a-bits.co.jp 



 

（株）エービッツ  本社 〒038-0003 青森市石江字江渡 6 番地 5    

 

■問屋町仮事務所  〒030-0113 青森市第二問屋町 3-7-10         

総務部                                                             

営業部 

第一システム部 

第二システム部 

青森データ・ビジネス 

 

■弘前営業所    〒036-8002 弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル   

■八戸営業所    〒031-0031 八戸市番町 3 ＮＣビル         

■むつ営業所    〒035-0033 むつ市横迎町 2-16-7           

 

TEL 017-752-8832 FAX 017-752-8831 

TEL 017-752-8830 FAX 017-752-8831 

TEL 017-752-8833 FAX 017-752-8834 

TEL 017-752-8833 FAX 017-752-8835 

TEL 017-715-3781 

 

TEL 0172-39-6440 FAX 0172-39-6441 

TEL 0178-47-8630 FAX 0178-71-1508 

TEL 0175-33-1235 FAX 0175-33-1236 

 

 

TEL 017-781-8662 

FAX 017-782-1024 

 

     

５５５５月月月月１２１２１２１２・・・・１３１３１３１３日日日日にににに第第第第６７６７６７６７回回回回    国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール 青森県予選会青森県予選会青森県予選会青森県予選会がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。 

弊社弊社弊社弊社バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール部部部部もももも出場出場出場出場いたしますいたしますいたしますいたします。。。。優勝目指優勝目指優勝目指優勝目指してしてしてして、、、、日日日日々々々々のののの練習練習練習練習のののの成果成果成果成果がががが出出出出せるようせるようせるようせるようにににに 

チームチームチームチーム一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって頑張頑張頑張頑張りますのでりますのでりますのでりますので、、、、皆様皆様皆様皆様応援応援応援応援のののの程程程程よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。 

詳細は・・・http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/charger/mpa-acurc/index.asp まで 

●MPA-ACURCBK ●MPA-ACURCWH 

【【【【 仕様仕様仕様仕様 】】】】 

・・・・対応機種対応機種対応機種対応機種        USB Micro-B 端子端子端子端子をををを持持持持つつつつスマートフォスマートフォスマートフォスマートフォ

ンンンンなどなどなどなど 

・・・・容量容量容量容量                    5W(最大最大最大最大)  

・・・・外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法        約幅約幅約幅約幅 49××××厚厚厚厚ささささ 18××××高高高高ささささ 61mm 

・・・・定格入力定格入力定格入力定格入力        AC100V～～～～240V    50/60Hz 

・・・・定格出力定格出力定格出力定格出力        DC5V    1A 

 

コンセントコンセントコンセントコンセントやややや USBUSBUSBUSB ポートポートポートポートからからからからスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンのののの充電充電充電充電がががが出来出来出来出来るるるる!!!!!!!!    
    


