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クラブニュース発刊日程の変更 

毎月一回毎に発刊していましたのを、隔月号と致

しました。 

送れていました、10 月と 11 月号は冬号になります。

本日ポストに投函しました。 

12 月と 1 月は新年号、2 月と 3 月は春号、4 月と 5

月は初夏号、6 月と 7 月は夏号、8 月と 9 月は秋号

になります。 

 

大阪マロソンは 10 月 25 日 

今年もやってきましたね。 

 
 

 
 

大阪府庁周辺(スタ一卜付近） 面的規制 7:30 〜10:00

①城南 I ②森ノ宮駅前 両方向 8:40 〜10:15

②森ノ宮駅前  ③下味原 両方向 8:40 〜10:15

③下味原  ④日本橋 1 西行き 8:40 〜11:00

⑤大江橋南詰  ⑥片町 両方向 8:40 〜12:20

⑦淀屋橋  ⑧新橋 全面 8:40 〜12:45

④日本橋 1  ⑨難波 西行き 8:40 〜13:30

⑧新橋  ⑨難波 全面 8:40 〜13:30

⑨難波  ⑩伯楽橋西詰 両方向 9:15 〜13:30
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⑨難波  ⑪元町 2 全面 9:25 〜14:00

⑪元町 2  ⑫大国 南行き 9:25 〜14:00

⑬恵美須  ⑭塩草 2 両方向 9:25 〜14:00

⑭塩草 2  ⑮今宮工科高校南
東

両方向 9:25 〜14:15

⑯玉出  ⑮今宮工科高校南
東

北行き 9:35 〜14:30

⑯玉出  ⑫北加贺屋 西行き 9:35 〜14:50

⑯住之江公園前  ⑰北加賀屋 北行き 9:35 〜14:50

⑯南港東 2  ⑱住之江公園前 東行き 9:45 〜15:30

©南港大橋北詰  ⑱南港東 2 南行輔騸 9:45 〜15:45

@南港東 8  ⑩南港大橋北詰 南行き 9:55 〜16:00

@南港東 8  @大阪府咲洲庁舎北 両方向 9:55 〜16:30

@大阪府咲洲庁舎
北 

 インテックス大阪(フイ
ニブン l) 

両方向 9:55 〜16:30

※梅田新道•梅新東  ⑤大江橋南詰 全面 8:40 〜12:20

※♦-4:全車線の車両の通行が規制されます。矢印方向

の車両の通行が規制されます。 

=={>:一部車線の車両の通行が規制されます。 

 

阪神高速道路の一部出入口も規制されますので

ご注意ください。 

阪神高速出入ロ規制一覧[規制時間（おおむね）

8:40～16:15] 

X 高津入口 15 号堺線 1 号環状線 

X 湊町出入口 [1 号環状線入口•湊町.なにわ筋方

面出口] 

X 汐見橋入口 [15 号堺線•稱方面入口] 

X 南港中出口 [南港方面] 

※阪神高速道路 1 号環状線及び 15 号堺線(堺方

面行き)の湊町出口はご利用いただけます。 

 

詳しい情報は、ホームページで調べてください。 

 

国際地学五輪、日本代表全員にメ

ダル…「金」も 

文部科学省は２１日、世界の高校生らが地学の

知識や技能を競う国際地学オリンピックで、日本代

表は金メダル１人を含めて４人全員がメダルを獲得

したと発表した。 

 ブラジルで開かれた今年の大会は２２か国・地域

から８５人が参加した。成績順に上位から１割が金、

２割が銀、３割が銅の各メダルを得る。 

 日本の受賞者は次の通り（敬称略）。 

▽金 辻有恒（兵庫・灘高３年） 

▽銀 土井聖明（広島学院高３年） 

▽銅  

沖中陽幸（同３年）、茂木隆伸（東京・筑波大付属

駒場高３年） 

どう猛外来スズメバチ 

環境省は１１日、どう猛で繁殖力が強い特定外

来生物「ツマアカスズメバチ」の巣が北九州市門司

区で見つかったと発表した。 

 ３年前に国内で初確認された長崎県の離島・対

馬以外で確認されたのは初めて。同省は周辺に

他の巣がないか調査し、見つかれば駆除する方針

だ。 

 環境省や北九州市によると、巣は８月２８日、同

市門司区松原３の下水処理場「市新町浄化センタ

ー」の敷地内にあるイチョウの木で見つかった。駆

除した業者が「特定外来生物のハチに似ている」と

市に報告して判明した。巣は直径約５０センチで、

地上から約７メートルの高さに作られていた。 

 ハチを確認した九州大の上野高敏准教授（昆虫

学）によると、腹部のオレンジ色の斑紋がやや多く、

「対馬よりも韓国に生息するハチの特徴に近い」と

指摘。韓国・釜山港と貨客船の往来がある山口

県・下関港を経由して入ってきた可能性があるとい

う。 

 

 
 

アップルが新しく作った謎の絵文

字「吹き出しの中に目」 
 

 
黒い吹き出しの中に、こちらをじっと見つめてく

る目。う〜ん とってもミステリアス。 
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絵文字情報をまとめたサイト「Emojipedia」を運営

する Jeremy さんが、開発者向けのテスト版 iOS 

9.1、OS X 10.11.1.の中でこの謎の絵文字を発見

しました。この絵文字は既存の目の絵文字と吹き

出しの絵文字を組み合わせて作られたもので、ア

ップルはそのまんま「吹き出しの中に目」と名付け

ているようです。 

 

2 つ以上の絵文字を組み合わせるというのはこ

れまでも行なわれてきたことで、ユニコードの制御

文字である ZWJ（Zero Width Joiner）を使って作成

します。例えばアップルの家族の絵文字なんか

は、ただ単に男性、女性、男の子、女の子の絵文

字の組み合わせでできていますよね。ただ、今回

の組み合わせは謎すぎますが…。 

ユニコードコンソーシアムの絵文字制作者は、

一切この絵文字について情報を提供していませ

ん。しかし、ユニコードの規則にはなんら反してい

ないそうです。コンソーシアムの共同創設者で会

長でもある Mark Davis 氏は米ギズにこう語ってい

ます。 

 

 

 

 

 

ベンダーは ZWJ を使って自由に絵文字を組み

合わせていいんです。唯一制約があるとすれば、

意味があるものでなければいけないというくらいで

すかね。 

意味があるもの…。いったい「吹き出しの中に

目」にはどんな意味が込められているのでしょう

か？ 謎は深まるばかりです。 

 

テスラ社のパワーウォールをゲッ

トする最初の国に 
 

テスラ社が発表した話題のパワーウォール。これ

は家全体に電力を供給することができる家庭用蓄

電池なんですが、年末にオーストラリアに登場する

ことになりそうです。テスラ社は電気自動車モデル

S で知られていますが、今回オーストラリアでロー

ンチ予定のテスラエナジーは、家庭用パワーウォ

ールと沿岸沿いの工業地帯用パワーパックの 2

つ。 

テスラエナジーは、テスラモーターズでも取り組

まれている化石燃料の依存を減らすための更なる

取り組みなんです。そうなんです。テスラはクリーン

な再生可能エネルギーを世界中で使って欲しいん

ですね。そしてパワーウォールの技術のリリースに

より、ソーラーパワーを利用しているオーストラリア

の世帯数の急上昇が見込まれています。モデル S

のバッテリーのようにパワーウォールは、充電式リ

チウムイオン電池で家の壁に取り付けることができ

るタイプ。 

すでにソーラーパネルが取り付けられている家

庭については、余分に収集されたエネルギーは蓄

電することができるため、完全に電線いらずの生活

になるかもしれませんね。さらにはユーザーが自分

たちで日中に蓄電されたエネルギーを夜に利用で

きるため、公共料金の基本料金で無駄払いをする

こともなくなります。 

一般的な家庭用のパワーウォールは 7kWh で

すが、10kWh のバッテリーの供給も予定している

そう。企業及び電力会社に対しては、100kWh の

バッテリーを連結させて 500kWh から 10mWh まで

拡大できるとのこと。 

オーストラリアにおけるパワーウォールの値段な

どの詳しい情報はまた数週間に間にテスラからの

発表がありそうです。どうやらパワーウォールを設

置する提携業者リストなるもが存在するようです

が、まだどの会社の名前も発表されいない状態で

す。 

テスラががんばって広げたい再生可能エネルギ

ーで、化石エネルギー時代の終わりが到来するん

でしょうか。楽しみですね。 

 

フェイスブックの「よくないね！

ボタン」詐欺にご注意を 
 

 

はやく使いたい気持ちはわかりますが...。 

フェイスブックに「よくないね！」ボタンが導入さ

れるのでは、という話題を先日お届けしましたが、 

なんとそれに伴う詐欺が出現したとの話。一体ど

ういうことなのでしょうか。 

有名ショッピングサイトや企業名を語り、「アンケ

ートに答えると今なら無料チケットがもらえる！」な

どのメールが届くことがありますが、これは典型的

 
ベンダーは ZWJ を使って自由に絵文字を組

み合わせていいんです。唯一制約があるとす

れば、意味があるものでなければいけないと
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なアンケート詐欺というものです。「無料」「先行」な

どの魅惑的な言葉を操り、受け手の興味を惹きつ

けるのですね。 

今回、その報酬として提示されたのが、誰よりも

先に「よくないね！」ボタンを使える権利ということ

で、フェイスブックの新機能はすでにハワイ旅行や

金券と同じくらいの価値なのかと、別のところで感

心してしまいそうです。 

言うまでもないことですが、以下のようなメールを

受け取っても、決してクリックしないでくださいね。 

 
たしかに、マーク・ザッカーバーグは「よくない

ね！」ボタンのリリースについて発言しましたが、正

式な日程などはすべて未定。そのうちフェイスブッ

クが正式にテストを始めるかもしれませんが、とに

かく今はなにも決まっていないのです。  

ザッカーバーグはその際、「よくないね！」ボタン

はなにか悲しい出来事がおきて、「いいね！」とは

言いづらい共感を表現するために使われることに

なります、と語っていましたが、自分がその当事者

になってしまっては目も当てられません。 

詐欺集団の目的は、当然あなたの個人情報で

す。入力した情報はすべて悪徳業者の手中に落

ち、リンクをクリックしたら、間違いなくウィルスの危

険にさらされます。 

「よくないね！」ボタンの導入は待ち遠しいです

が、ここはフェイスブックからの正式な発表を待つこ

とにしましょう。 

 

アメリカでアプリを使ったスタバ

の注文ができるようになりました 
 

トールアドショットエキストラパウダーチ

ップ抹茶クリームフラペーチーノ〜！ 

 

こんなにややこしい注文もささっとアプリで済ま

せてしまえる時代が到来。すでにポートランド限定

ではじまっていたスターバックスコーヒーのアプリサ

ービスが、この度アメリカ全土に広まることになった

らしいです。Android と iOS の両方に対応したこの

アプリを使えば、アメリカのどこからでもドリンクやフ

ードの注文が（もちろんカスタマイズも！）可能にな

るとのこと。そして、位置情報を元に最寄りのスタバ

も探し出してくれるらしいです。 

アプリに情報を入力すると、ドリンクが出来上が

るまでにかかるだいたいの時間を見積もってくれま

す。そして注文したら、あとは選択した店に向かう

だけ。長い列に並ばなくても、直接バリスタに名前

を言うだけで注文したドリンクを受け取れます。い

や〜効率的。長いカスタマイズドリンクを言うのが

恥ずかしい人や、朝時間がなくて急いでいる人な

んかにはとても便利なサービスですね！ 

 

難民のために 100 円募金すると

Google も 100 円募金します 
 

 

ヨーロッパではこれまでにない規模の難民危機

が発生しています。戦争によって荒廃してしまった

国を逃げ出そうと、家族たちが想像を絶する苦難

をくぐりながら陸や海を超えて移動しています。そ

の途中で多くの命が失われてしまっているのは皆

さんもご存知の通りです。我々も募金を通して少し

でも救助に貢献ができますが、Google はそれをさ

らに大きくステップアップさせるキャンペーンを発表

しました。 

難民救助のために人々が寄付すると、それと同

額を Google も寄付するというものです。目標は全

世界で合計 1000 万ドルが寄付されること。1000

万ドルに達するとこのキャンペーンも終了となりま

す。Google はこのキャンペーンの前にも、最前線

で難民のサポートに関わっている団体に 100 万ド

ルの寄付をしたばかりです。 

Google がこのキャンペーンで協力している団体

は、国境なき医師団、国際救援委員会、セーブ・

ザ・チルドレン、国連難民高等弁務官事務所。ど

れも食料、住居、医療ケアを提供する非営利団体

となっています。 

寒くなってきましたね。風邪ひきに

気を付けてくださいね。 


