
　

22.　ホームページの整備を虚言で妨害・パスワードを秘匿
出来事 時期 関係者 問題

学会ホームページは、2011年４月の改訂以来、主に海外から
の「スパム」コメントに見舞われてきた。これはＨＰ改訂の際に迷
惑書き込みへの対策を取らず、コメントを無制限に許可したことに
よる。十万件を越す「スパム」(のちに業者が見積もると消去に５
万円ほど)がほとんどのページにわたり溜まっていた。
2012年12月に實川編集委員長がこれに気付き、担当の鈴木運

営委員に対策を依頼した。鈴木は前から気付いていたが削除が追い
つかないと返答。實川は鈴木に、現ホームページ作成者の前運営委
員に問い合わせて方法を探るよう求めた。しかし鈴木はこれを拒否
し、事態は放置された。
戸田事務局長が、ホームページは「学会の顔」だとして「スパ

ム」の削除を改めて求め、書き込みの防止措置を提案した。鈴木運
営委員は新たな書き込みを止める措置を施したが、過去の書き込み
は削除できなかった。このとき鈴木が「既に入ってきたものも表示
されない仕様にすることがようやくできました」(ＭＬ1472 ／
2012年12月26日)と報告したが、これは事実と異なり、じっさい
には「スパム」の表示が続いていた。
戸田事務局長は、専門家に査定を依頼するためＩＤとパスワー

ドの通知を運営委員会メーリングリスト上で求めた。しかし、鈴木
はこれを無視した(ＨＰの管理責任者は事務局長なので、本来なら
通知済みであるべき)。事態の進展しないまま一ヶ月半後、戸田は
改めて鈴木運営委員にＩＤとパスワードの通知を求めた。鈴木はこ
の指示に逆らい、(対面会議による)運営委員会に諮ると述べた。戸
田は「このMLも運営委員会です」として、昨年来通知を求めてきた
のに「反対意見あるいは対案は、全く出ていない」旨を述べ、
重ねて通知を求めた(ＭＬ1632)。
鈴木はあい変わらず要請に応じないまま、2013年2月16日の

第20期第五回運営委員会において、既存スパムの削除は外国版の
有料ソフトを用いれば可能だが、申し込み方法がよくわからないの
でしばらく待って欲しいと発言し了承された。(ホームページＩＤ
とパスワードの通知には触れなかった。)
7月に大連国際大会を控え、ホームページの整備は緊急課題であ

ったが、鈴木運営委員は放置を続けた。戸田事務局長が繰り返しソ
フト購入費用の見積もりを求めた。ところが鈴木は、英語で書かれ
たソフトの説明が分からないとして回答を引き伸ばした。戸田はま
た、鈴木委員では技術的に無理なら専門業者に見積もりを依頼すべ
きだとしてホームページＩＤとパスワードの通知を繰り返し求めた
が、今回も鈴木は応じなかった。
實川編集委員長も繰り返し鈴木委員に資料を求め、鈴木はよう

やくこのソフトの英語の説明ページＵＲＬを實川に送付した。とこ
ろがそこに、鈴木の言う内容は書かれていなかった。實川の指摘に
対し鈴木は「このソフトはWordPress専用ソフトですので、
WordPressを開いていないと實川さんが求めている表示は出てき
ません」と応答した(ＭＬ1906)
しかしこれは、次に述べるとおり、虚偽の報告であった。

2011年
4月
から
 (発覚は
2012年
12月)

2013年
4月
まで

鈴木
宗夫
ホームペ
ージ担当
運営委員

戸田
事務局長
實川

編集委員長
酒木

運営委員長
田中
運営委員

全
運営委員

インターネットの
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むしろ破壊活動と
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http://akismet.com/how/


.　

出来事 時期 関係者 問題
同時に鈴木がこの「外国版」ソフトの名前Akismetを検索する

よう奨めたため實川が検索すると、大量の日本語サイトが現われ
た。それらによりようやくこのソフトの性能と使用法がはっきり
と知られ、また鈴木のこれまでの説明のほとんどは事実と異
なることが明らかとなった(ＭＬ1907)。
１　Akismetはブログ用のスパム対策ソフトで、非常に広く普
及している。

２　スパムを検出して遮断するプラグインとして機能する。(す
でに投稿されたスパムを削除するものではない。)

３　Akismetは無料で使える(商業利用にかぎり有料)。
４　WordPress2.0以降では、Akismetは最初から付属してい
る。(日臨心ＨＰのある「さくら」ではWordPressが3.x；
Akismetが付属しており、登録すれば働く。)

５　AkismetはWordPress専用ではなく、独立のプラグインソ
フトである。つまり、他にも多くの適用環境がある。

鈴木の説明した「外国版のスパム対策ソフト」は、なるほど外
国製ではあったが日本語の使用説明があり、わが国でも広く使わ
れているため、日本語による解説がネット上で読み切れないほど
多量に出回っていた。しかも鈴木が導入理由としていた＜過去の
書き込みを削除する＞機能を備えないものであった。
スパム対策は振出しに戻った。戸田事務局長、酒木運営委員

長、實川編集委員長、田中運営委員が繰り返しホームページのＩ
Ｄとパスワードを要求したが、鈴木はまだ無視を続けた。
ようやくＩＤとパスワードが酒木運営委員長に送付された時に

は、實川がＭＬ1907で事情を説明してから３週間ほどが経過して
いた。問題の発覚からは４ヶ月以上であった。
ＩＤとパスワードを用いてボランティアの会員がホームページ

の整備に掛かると、スパムは一週間以内にすべて消去できた。ま
た一ヶ月ほどでサイト全般が、外観、内容ともに大幅に改善さ
れ、大連大会のプログラムなども掲載できた。
このあいだ、ここに挙げた発言者を除く運営委員はすべて、こ

の 問題について沈黙 を保っていた。
(酒木運営委員長は運営委員会の席上、ＩＤとパスワードを渡すよう
鈴木に口頭で求めた：文字記録はないが本人の証言から記す)
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日本語の説明があ
ると知っていたに
違いない。
学会への内外から
の評価より自分の
職域独占が優先
で、学会・会員の
利益は入る余地が
ない。

偽計業務妨害と
も言える犯罪的
な行為である。

しかし、自分のす
る事が学会活動
で、古顔なら嘘も
許されると考えて
いるのであろう。
この期待はじっさ
い、古い顔なじみ
仲間の沈黙・不介
入の形で叶えられ
た。

この人物が編集委
員長(平成25年10
月10日現在)と
は、驚愕を禁じ得
ない。

なお鈴木は、精従
懇をめぐる藤本の
虚偽報告でも補佐
役を務めている。

資料：鈴木委員のＨＰとＰＷ／記録(48) 
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鈴木運営委員のホームページ整備の遅延とパスワードの秘匿


[下線、文字色などによる強調は編者による]


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1375件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date:  2012年12月3日(月) 午後2時13分
タイトル: 学会ＨＰへスパムコメントにつて


各位 


　運営委員会、お疲れさまでした。 
　いろいろありましたが、気持ちを新たに頑張ってゆきましょう。 


　先ほど、何気なく学会ホームページを覗いたところ、Leave a comment のところに、たくさん書き込みのあることに気付きました。 
　しかしながら、ほぼすべてが「スパム」です。 
　ホームページの閲覧数はけっこう多いのですが、こうしたものも数えられているのなら、喜べません。 


　今のページは、前運営委員の太田さんの設計なので、どうした事情でLeave a commentができたのか分かりません。 
　しかし、これはすぐに撤去した方がよいと思います。 
　すでにいくつかは閉鎖されておりますが、まだ残っているものがあるということです。 
　鈴木さん、よろしくお願い致します。 


　About のところと『学会誌』のところに、数千件の英語の書き込みがあります。 
　内容は無意味なものばかりです。 
　他にもあるかもしれません。 
　大量のスパムを抱えたままでは、学会の評判にも係わります。 


　こうした点も踏まえ、ホームページの改善は緊急課題と考えます。 


　 實川 幹朗 
　 zitukawa@z... 


---------------------
1376 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <msu> 
Date: 2012年12月3日(月) 午後3時55分
タイトル: Re: [20unnei] 学会ＨＰへスパ


運営委員の皆さまへ
實川さんへ


　運営委員会、たいへんお疲れ様でした。
なんだかまたやることが増えてしまったなぁというところが本音なのですが、
實川さんも言われるように気持ちを新たにして頑張るしかありませんね。


　ところで、スパムですが私もこの件についてはかなり前から気がついていて、
「Leave a comment」を削除しようとしたのですが、わからないため
やむなく、少しずつ（1回に2000篁駈4000件ぐらい）やれるときに
スパムメールそのものを削除していたのですが、追いつかないぐらいの勢いでスパムが来ているのが現状です。


　私もこのスパム対策を何とかしようと運営会社にメールを出してみたのですが、
そう言う問い合わせには答えないシステムらしく、返事は来ませんでした。
それ以後はあきらめて、やれることをやるだけにしていたのですが、
實川さんがご指摘されるように｢学会｣のHPとしては大変まずい状態であることは
確かなので、もう一度削除にトライしてみます。


　それでもダメなら、運営委員会でも出ましたが設計も含めて専門家に管理を委託して行くことを本気で考えなければならないのではないか
と思っています。


　ただ、この件が臨心にとって大事な対処すべき課題の一つであるとは思いますが、
最優先課題かと言われれば必ずしもそうだとは思えません。


　取りあえず、鈴木が再度対処を試みてみますので今しばらくお待ち下さい。



http://groups.yahoo.co.jp/group/20unnei/post?protectID=029059044209194182036175096001021165026144204051183130252055172072120
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鈴木宗夫


---------------------
1400 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date:  2012年12月10日(月) 午後2時28分
タイトル: ホームページの急ぎの課題


鈴木様


ホームページのスパムの問題は、あまりノンビリできないと思います。


数千通のスパムを抱えているサイトは、外部からは、
管理ができていない(能力と意欲がない)と思われてしまいます。
それは、学会の質を低く見積もることに繋がります。


＊直かメールですでにお願いしたことですが、是非とも早急に、
　設計者の太田さんに、根本的な削除方法を問い合わせていただきたい。


　(じつはいま、下記の「日本臨床心理学会について」をコピーしようとしたところ、選択範囲が何かの加減で反転してしまい、数千通のスパ
ムをコピーする操作が始まってしまいました。ブラウザを強制終了せざるを得ませんでした。)


☆「日本臨床心理学会について」のところ、
　「年３回の学会誌発行」となっております。
　これも、急ぎ修正をいただきたいところです。


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗
　　　zitukawa@z...
　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／


---------------------
1407 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <msu 
Date: 2012年12月11日(火) 午前7時50分
タイトル: Re: [20unnei] ホームページの


實川さま、皆さま


　のんびりするつもりはありませんが、どうしても前任の太田さんに聞くにしても
まずは私がやれるだけのことはやってからにしたいと思っています。
　ただそれにはじっくり腰を据えて作業に取りかかる気持ちの準備が必要なのですが、
今はその時間がとれないということです。もうしばらくお待ち下さい。


　　「年３回の学会誌発行」　→　年2回　でよろしいですか？
これはすぐに出来ます。


鈴木宗夫


---------------------
1470 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2012年12月26日(水) 午前1時05分
タイトル: 鈴木さま：ＨＰのスパム対策等整備を早急に


鈴木さま
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懸案のＨＰへのスパム対策ですが、複数の知人に問い合せたところ、比較的簡単な操作で削除できるようです。


ＨＰは、＜学会の顔＞です。
本学会のことを、あらたに知ろうとする人は、まずネットにてＨＰを検索します。


また現在、研修委員会「公開シンポジウム」の案内文に、１月上旬にＨＰにて追加情報を告知すると掲示しています。
来年早々、ＨＰを見ようとする人が、会員だけにとどまらずに、常より も多くなると考えられます。
その当のＨＰの状況が、これほどまでにスパムまみれでしたら、本学会 が、「＜顏＞さえメンテナンスできない意識水準で運営されてい
る」、 と憶測される可能性が、大きいのではないでしょうか。


あるいは、入会への勧誘も含めて、初めて本学会を知る人に内実を紹介 しようとする際、当の会員が恥ずかしい思いをなさるかもしれませ
ん。
（少なくとも、個人的には、わたくしは恥ずかしくて、ＨＰを見てこの 学会を判断して欲しいと誰かに、言うことができない状況です。）


遅くともこの年内に、スパムの削除、書き込み防止、不要なリンク先の ボタン（leave a comment）の一掃など、整備をして頂きたく存じま
す。
歳末でご多用と存じますが、＜顏＞をきれいに洗い整えて、新年を迎えたいと望まれますので、なにとぞ宜しくお願いいたします。


　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


---------------------
1472 件目


投稿者:   鈴木 宗夫 <msu


Date: 2012年12月26日(水) 午後10時30分
タイトル: Re: [20unnei] 鈴木さま：ＨＰ


戸田さま
運営委員の皆さま


　スパムメールを表示されないようにしました。今後はコメント欄へのメールの書き込みは出来ないようにしましたので、(コ
メント欄そのものの削除は出来ませんでした)スパムが入って来ることも無くなると思います。


　一般のＨＰを管理されている方の多くは、自前のソフトからウエブ上に作成したページを転送するソフトを使っておられる
と思うのですが、（以前の日本臨床心理学会のＨＰも目加田さんが担当されて
いたときはそうでした）太田さんが担当されたときからウエブ上の専用ソフトを使用してページを作成するようになったた
め、その専用ソフトの使い方に習熟していな いと思うようにページを作成できない
ようになっています。私はそれをそのまま引き継いだのですが、詳しく教えて頂く前に太田さんが退会されてしまったので、
連絡が取りづらくなってしまいました。


　それで今日まで、不十分なＨＰ作成しかできてこなかったわけですが、スパムメールに関しては本日、ようやくコメントそ


のものを使えなくすることが出来ましたので、もうスパムメールも入ってきませんし、既に入ってきたものも表示
されない仕様にすることがようやくできました。


　これで、取りあえずのスパム対策にはなったかと思います。
皆さま、安心して日本臨床心理学会のホームページをご覧頂けるかと思います。
長らく力不足でご迷惑をおかけしました。


取りあえず、ご報告まで
鈴木　宗夫


---------------------
1475 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2012年12月27日(木) 午後9時28分
タイトル: 鈴木さま：ご苦労さまでした


鈴木さま、



http://messenger.yahoo.co.jp/clicktochat.html&.target=msuzuki29jp
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歳末でご多忙のところ、お手数をおかけいたしましてありがとうございます。
ご一報を頂いた後に、１日ＨＰの様子を観察致しましたが、HOME以外の１２のページにそれぞれ書き込まれていたスパムは、２５日の午前１０時２５分前後か
らは、書き込まれていないことを確認致しました。


既に書き込まれたコメント欄の内容の削除につきましては、高度な技術を要することと推察致し、田中さんに、ご相談をさせて頂いております。


passwordなどの共有が必要となりますので、今後、直メールでのやりとりとなるかと存じますが、なにとぞ宜しくお願い申しあげます。


　　　　　　　　　　　　　戸田拝


　　＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋


　　　◎ この間の通信の空白に注意！
　　＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋


---------------------
1617 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年2月11日(月) 午前1時54分
タイトル: 鈴木さま：HPパスワードをお知らせください


鈴木さま、


まだ、議案書が最新版になっておりません。
お忙しいでしょうが、宜しくお願い申し上げます。


HP更新に用いるパスワードを、酒木委員長および戸田まで、至急（遅くとも16日の運営委員会までに）お知らせ
頂きたく存じます。
先月来、いまだ残るスパム対策を諸方面への聞き合わせた結果、まずは、パスワードを用いてのシステム解析が必要であり、これが修繕工事
見積もりに必須と判明致しました。
国際学会開催に際し、国内外の他機関・他学域からのアクセスが見込まれ、このHPの現況では、極めて宜しくありません。
いわば、学会の顔に泥がぬられたまま、自力ではぬぐえない状況です。
来年度大会に向けての運営委員会議事と併せて、HP改新の問題を検討したいと存じます。


　　　　　　　　　　　　　戸田游晏


---------------------
1619 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <msu 
Date: 2013年2月11日(月) 午前10時49分
タイトル: Re: [20unnei] HPの議案書を最終


戸田さま
運営委員の皆さま
 
　依頼の再修正版（ML[01609]に添付されていたもの）にHPの議案書を書き換えました。ダウンロード
用も再修正版に変更しました。
ご確認願います。
 
　再々依頼があった運営委員会の修正ですが、今度の運営委員会で確認してからの方がよいと思いま
す。
 
　パスワードの件も運営委員会で確認・了承されてからでも遅くないように思います。
 
以上、
 
鈴木　宗夫
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---------------------
1622 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年2月11日(月) 午後11時25分
タイトル: 鈴木さま：HP修繕見積ご担当をお願い


鈴木さま


さきほど帰宅し、以下ご連絡頂いた件、確認が遅れて申し訳ありません。
公開シンポジウムでお忙しいなか、ありがとうございました。


パスワードにつきましては、鈴木さまの方で、早急に修繕工事費の相見積もりを取ってただけましたら、16日までに当方あるいは
運営委員長にお知らせ頂く要はございません。
できましたら、複数の業者と福祉関連事業所等、少なくとも３．４カ所以上で、できるだけ事業規模や付帯関連業務可能なところなど、広い
範囲に当たっていただけないでしょうか。
また、その後の委託連絡業務を行っていただけるならば、たいへん有り難く存じます。
当方もここ数ヶ月、HP改新事案には時間的にも労力的にも現況では着手する余裕がなく、絶えず気になりながらも先送りしていたところで
す。
どうぞ、お助け頂きたくなにとぞ宜しくお願い致します。


　　　　　　　　　　　　　　　　戸田拝


---------------------
1629 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年2月13日(水) 午前2時48分
タイトル: 確認：鈴木さま：HP修繕見積ご担当をお願い


鈴木さま、各位


わたくしの後に書き込まれた實川先生へのご返信は速やかでしたが、こちらにもご所見を賜りたくお願い致します。


本件のご依頼につきまして、再度説明させて頂きます。


第五回運営委員会にて、現在HP監理を担当する事務局提案として、大連国際大会専用HP（日本語・中国語版）を作成し、これを学会HPから
リンクさせることを、中国側の総責任者の宋先生に提題致したく存じました。


つきましては、現状のHPの管理状況では、宋先生に参照いただくには、あまりにも恥ずかしい状況でありますので、せめてこれが今後早い時
期に修繕されるという確たる見込みを示したいとの意図でのお願いに他なりません。


なにとぞ、宜しくお願い申し上げます。


見積もり先のとして、当方で検討している候補が二件（プラス現在紹介をお願いしているのがもう一件）ございますが、鈴木さんにおかれま
しては、あと二三件を選んでいただければと存じます。


先のメールで申し上げましたように、見積もりにはパスワードによるシステム査定が必須です。


同じ条件での相見積もりを取るために、鈴木さんにおかれまして、ぜひ早急に本件に着手頂きたく、重ねてお願い申し上げます。


微妙な国際的政治事情を背景としての事業ですので、こちらサイドの誠実さを損なう印象を与える一切の可能性を回避すべく、万全の準備で
臨まねばなりません。


以上を、なにとぞ宜しくご理解賜りたくお願い申し上げます。


　　　　　　　　　　　　　　戸田拝


---------------------
1630 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <ms 
Date: 2013年2月13日(水) 午前7時33分
タイトル:  Re: [20unnei] 確認：鈴木さまHP修繕見積ご担当


戸田さま
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運営委員の皆さま


　この件につきましては、あまりにも性急すぎて対応しきれないことと、


パスワードの開示も運営委員会に諮った後で行われることと判断し、


返答を控えさせていただきました。


鈴木　宗夫


---------------------
1631 件目
投稿者: ratna chandra <ra
Date: 2013年2月13日(水) 午前9時09分
タイトル: 数ヶ月来の懸案を確認：鈴木さまHP修繕見積ご担当


鈴木さま、各位


本件は、「性急」ではありません。


昨年１２月末来、HPの既スパム書き込み対策の必要性を本MLにて申し上げております。


１４７０（１２月２６日付）、１４７５（１２月２７日付）をご確認ください。


鈴木さんには、田中委員へのパスワード通知を含むご協力をお願いしております。
その際、パスワードを扱わねばならないので、ML上でなく、以後個人メールでとお願いしていたかと記憶してお
ります。


この時点以前から既に、HP修繕工事は事務局長責務として戸田の大きな懸案であり、その第一段階としての相見
積もりにパスワードが必要であったためであることは、申すまでもありません。
宜しくご確認ください。


　　　　　　　　　　　　　事務局長戸田游晏


---------------------
1632 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年2月13日(水) 午前9時22分
タイトル: 確認：このMLも運営委員会です


運営委員各位


本MLも運営委員会に他なりません。
たとえば、総会議案検討その他重要議題の決定が本ML上で行われています。


昨年末のHP現状改善問題の提起、および、
パスワードが作業に必要であるため、鈴木さんにお知らせいただきたいとの戸田投稿に対して、


反対意見あるいは対案は、全く出ていないことを各位宜しくご確認ください。


　　　　　　　　　　　　事務局長戸田游晏


＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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このあいだ、第20期第五回運営委員会が開かれ、席上、鈴木委員はスパムの削除は英語版の有
料ソフトを用いれば可能だが、申し込み方法がよくわからないのでしばらく待って欲しいと発
言し了承された。


http://nichirinshin-o.sakura.ne.jp/wordpress/?attachment_id=778


＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋


1667 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年2月26日(火) 午前9時49分
タイトル:  鈴木さまスパム対策ソフト購入費をお知らせください
： 議題O


鈴木さま


スパム対策ソフトの購入費用を、早急にお知らせください。
１６日に承認された今年度予算（事務局長執務費からの支出を予定）にて年度内の支出処理を致します。
また、本件は４月早々から取り組まねばならない来年度予算編成にも関与します。
もし、ご多忙ですぐには使う時間がないとのことあっても、まずは、早急にお手元にソフトを入手ください。


別件。二通の文字化けの件の告知をありがとうございます。
現在対応できておりませんが、今後とも善処に努めたいと存じます。


とりいそぎ。　　　　　　　　　　　戸田拝


---------------------
1715 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年3月8日(金) 午前1時26分
タイトル: 鈴木様：スパム対策ソフト購入再々お願い： 議題O締切


鈴木HP担当委員、


再三のお願いです。
お忙しいとは存じますが、先月運営委の際に、お申し出頂いたスパム対策ソフト、すぐに使用するしないは別として、早急に購入金額をお知
らせください。
今年度計上の事務局長執務費で年度内処理致したく存じます。


各位、


標記議題締切ました。


　　　　　　　　　事務局長戸田游晏


---------------------
1742 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年3月14日(木) 午前9時48分
タイトル: 鈴木様：スパム対策ソフト購入額告知願いについて


鈴木委員、運営委員各位


１１日夜まで待てとのことでしたが、本日の学会支援センター始業前までお待ち致しました。
学会支援センターへ、スパム対策委託依頼見積もりをお願い致してよろしいですね。
＜素人がソフトで対策できるレヴェルならば、業者に委託してもさほどの高額とはならないであろう＞との判断からです。
鈴木さんのアドレスを業者に通知し、本MLや委員長、戸田等にお知らせにならなくても直接にパスワードをお伝えいただけるように致しま
す。


　　　　　　　　　事務局長戸田游晏







ページ 8/20


鈴木委員のＨＰとＰＷの問題／記録 2013/10/10 22:04


---------------------
1753 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <msu
Date: 2013年3月15日(金) 午前7時10分
タイトル: Re: [20unnei] 鈴木様：スパム


戸田さま


　申し訳ありません。約束の期日をとうに過ぎてしまいました。


誠に申し訳ありませんが、明日までお待ち下さい。


　業者に委託するとのことですが、それはHPそのものを
業者に委託することになりますので、単に見積もりをとって
委託すればよいということにはならないと思います。


　私は業者委託に反対しているのではありません。
「HPの業者委託」はMLで決定するようなことではないと思っているだけです。


鈴木　宗夫


---------------------
1754 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年3月15日(金) 午前8時12分
タイトル: 鈴木様：HP整備は国際大会に向けての喫緊の事案


鈴木委員、各位


既存スパム削除および、大会ページ整備が喫緊の課題です。


７月初旬に国際大会を開催との予告を今月末までに発信します。
中国での国際大会となると、日本語を理解する中国の関係者もまた、HPによって情報を得ようとなさるでしょう。
先月の運営委で、宋先生を交えて、HP公示について話し合い、申し合わせた諸々の重要事項があります。


国際大会まであと４ヶ月を切っています。


大会ページを開くと、現在「４６回東京大会」の案内が掲載されています。


この現状でよいのでしょうか？


鈴木委員からのお申し出を受け、スパム対策ソフト購入費のお知らせにつきましては、１６日２４時までお待ちいたすのはやぶさかではあり
ません。
しかし、よく考えてみてください。


本件は、昨年からの懸案です。
しかるに、現在、３月半ばを過ぎようとしている。


これら経緯を顧みても、今後、鈴木委員からのご報告を待って、その後に、鈴木委員が実際にそのソフトを使われた効果等の結果が出のに、
さらに数週間を見積もらねばならない？
このような事態を許すことは、もはや論外と言うべきでしょう。


「MLで決定」などは、致しておりません。
MLで決定する前に、その判断材料としての資料収集に着手するのです。
この着手は、去る２月１７日[編者註：正しくは16日]の運営委員会の折に鈴木委員から、ソフトを使って鈴木委員が行ってくださる、との発
言を信頼し尊重して、保留してきたものに他なりません。


　　　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


---------------------
1763 件目
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投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月15日(金) 午後7時20分
タイトル: ＨＰの改善を至急に


鈴木様


ホームページの現状、戸田事務局長の言われる通り、見るに堪えないものです。
これまで、長期間にわたり改善をお願いし、またお待ちしておりました。
　(いったいどんなソフトが sakura で使えるのか、楽しみだったのですが、 もう、そんな暢気なことは言っていられません。)


★大連大会が迫っているなか、早急に改善する必要があります。


　　大連大会の日程が決まったのですから、これだけでもすぐに告示すべきです。
　　「大会」がもう終わった＜東京＞では、この学会は活動を停止しているのかと疑われます。
　　機関誌のバックナンバー目次が、４８巻で止まっています。
　　(まもなく50巻２号が出るときに。)
　　ページの上の一覧と、右側の項目とで、表示される内容が一致しません。
　　もちろん、スパムも残ったままです。


　鈴木さん、あなたが
＊こうした状況で、なお改善の動きを妨げられれば、
　たいへんに重大な局面を覚悟せねばなりません。
　(・・・なんか、北朝鮮の声明のようですが・・・仕方ありませんね。)


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗
　　　zitukawa@z...
　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／


---------------------
1796 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年3月18日(月) 午前7時52分
タイトル: HP管理業者委託に向けてを進めます


鈴木委員、各位


本年度予算として２月１６日にようやく採択していただいた事務局長執務費の支出期限は今月末です。
この１年の運営委員会会務の進捗における数々の齟齬、ならびに会計状況を顧み、来年度予算に、同費目の設定を行うか行わないかは、今年
度の予算支出実績に左右されます。
戸田は、本予算費目を浪費しないように努め、現在（会則に違背して）事務局の管轄となっているHP整備に、事務局長執務費を拠出致しま
す。
大連国際大会まで、何度も申し上げますが既に４ヶ月を切っております。


鈴木委員には、既に、対策ソフトのご検討なり、HP整備の取り組みを実践されるなりのお時間を、とって頂いているものと存じます。
２月１７日に、対応ソフトで鈴木委員自らHP整備をなさる、と言明されてから、期限延期はもう何度目でしょうか？


現時点３月１８日午前８時前ですが、お返事をいただけておりません。
各位総員が文字化けの等でご覧いただけていないかもしれませんので、ぜひwabから拙投稿１７５４をご確認願います。


田中委員が例示していただいた作業所では、他業務も併せて月に１万円でHP管理をして頂けるとのことです。障がい者の方に在宅勤務として
お願いできるとのことで、社会貢献としても意義が大きいと考えます。
本日より、HP業者委託に向け、第六回運営委員会にての議案資料収集に着手させて頂きます。


　　　　　　　　　　　　　　　事務局長戸田游晏


On 2013/03/16, at 22:21, 鈴木 宗夫 wrote
> 
> 追伸:戸田さまへ
> 
> 　ソフトの件はもう一日延ばしていただけますか。
> 今夜はこれで終わりにします。
> 
> 鈴木　宗夫 
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1829 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date:  2013年3月21日(木) 午前8時51分
タイトル: 鈴木委員：最終確認：HP整備ソフト対応は不能なのですね？


鈴木委員


標記の件、ご回答が頂けてません。


HP整備についてのソフト購入により、鈴木委員ご自身での対応は不能なのですか、そうでないのですか？


現状では、今期内会計処理に大きな支障を来します。


精従懇関連の支出調査においては、懇切に試算を頂きました（藤本さんにご一報された方が早期解決したかも？）ので、まだ、戸田よりも時
間的余裕があるのではとご期待した次第です。


ご回答を切にお待ちしております。


　　　　　　　　　　　　　　事務局長戸田


---------------------
1841 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <ms 
Date: 2013年3月22日(金) 午前8時23分
タイトル: Re: [20unnei] 鈴木委員：最終HP整備ソフト対応


戸田さま


　本当に申し訳ありません。
このソフトにつきましては、海外ソフトらしく、英語の画面が
出てくるのですが、ブラウザの自動翻訳では今ひとつよくわからず、
じっくり読んでからにしたいと思いながら、なかなか手が付けられずに来ています。でも確かに期日は迫ってい
ますよね。
　ただ、海外ソフトなので、ドル建ての請求だと思います。
一度見たときには数種類の支払方があるらしいことまではわかったのですが。
とにかくわかり次第ご連絡いたします。


鈴木宗夫


---------------------
1851 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年3月22日(金) 午後10時35分
タイトル: 實川先生にご助力頂きます： 鈴木委員：最終HP整備ソフト対応


鈴木委員、


目的のソフトについてのご事情了解致しました。
海外ソフトとのことでしたら、もっと早い時点でご相談をいただければ幸いでした。
昨年より今年、また、２月１６日のソフトの存在をお知らせ頂いた時点から現在までに、円のレートは大きく変動しております。


鈴木委員、實川先生、


少しでも安価に購入出来る機会を逃したことが残念ですが、早急に實川先生の助力を頂き、購入をお願いします。
或いは、實川先生が購入頂き、ダウンロードの際に、或いはファイル送付等が可能であればご検討ください。


とりいそぎ。　　　　　　　　戸田拝



http://groups.yahoo.co.jp/group/20unnei/post?protectID=029059044209194182036175096001021165026144204051183130252055172072120
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---------------------
1875 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月25日(月) 午後9時57分
タイトル: Re:【CP175】最終検討版


鈴木様 


編集委員会からのお知らせ 
(中略)


＊有料ソフトのＵＲＬはどうなりましたか？ 
　貼り付けて送っていただければよいだけなのですが。 


　 實川 幹朗 


---------------------
1876 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <ms 
Date:  2013年3月25日(月) 午後10時45分
タイトル: Re: [20unnei] Re:【CP175】最終検討版


實川さま


　１．編集委員会　最終行ポイントを落として斜体に変更しました
　２．有料ソフトのURLです　わかったら教えて下さい。
　　　その際はMLではなく、個人宛にお願いいたします。
　　　http://akismet.com/wordpress/


　鈴木　宗夫


---------------------
1877 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月25日(月) 午後11時20分
タイトル: 書き込みを許容しなければよいだけ


鈴木さん 


例のソフト、拝見しました。 
これはブログなど 
【他からの書き込みを前提としたサイトにおいて、文面を判断してスパムを遮断するもの】 
と考えられます。 
我われの困っている英語のスパムについては、 
もし、コメントの受け付けを続けるのならば、効果があるかも知れません。 


しかしながら、 
臨心のサイトにおいては、そもそも書き込みを許容しなければよいだけです。 
また、書き込みを許容する理由もないと思います。 


そして、すでに書き込まれているものを削除する機能はないでしょう。 


＊この件、なぜ個人的に返事をお求めになるか分かりませんので、ここに記します。 
　(これは、あなたの公式のお約束についての情報です。) 


　 實川 幹朗 
　 


---------------------
{個人宛て電子メール}



http://groups.yahoo.co.jp/group/20unnei/post?protectID=029059044209194182036175096001021165026144204051183130252055172072120
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鈴木 宗夫 <msuzuki....>


宛先: 自分 幹朗 <zitukawa....>


返信先: 鈴木 宗夫 <msuzuki.......>


ソフトの件


實川さま


　早速の返答ありがとうございます。
しかし、今はCP紙を優先したいので私個人宛に返答をお願いしました。


　以後この件は私個人へお願いします。
なぜ、このソフトを使用するかわからないということですが、
この臨心HPがWordPresという専用ソフトで書き込まれる仕様になっており、
そのWordPres専用の投稿制御ソフトらしいということです。
このソフトを使用すれば、過去の外部からの投稿を削除できると書かれています。
それでこのソフトを使うことにしたのです。


このソフトをどうしたら使うように出来るかを知りたかったのであって、
なぜこのソフトを使うのか？と問われても、これでしかスパムを削除できないから
としか言いようがありません。


鈴木　宗夫


---------------------
1879 件目


[20unnei][01879] 原文をお見せください／Re: ソフトの件
鈴木様


　「このソフトを使用すれば、過去の外部からの投稿を削除できる」
　この記述が発見できません。
　原文をお見せください。


　ＣＰも大事ですが、こちらの方も大事です。
　ずっと前からの課題です。
　それに、なぜこの遣り取りを個人ですべきか、分かりません。
　学会全体にかかわる重大事です。


　～～～～～～
　    實川 幹朗


---------------------
1897 件目
投稿者: ratna chandra <ratna-c-pani@w...> 
Date:  2013年3月28日(木) 午前0時32分
タイトル: HP整備を最優先に


各位、鈴木委員、


CP紙１７５号および機関誌５０－２と、本学会運営委員会が管掌する広報紙･誌にて、本学会からの広報においては、HPの閲覧から情報を得
て頂くことを第一のものとして推奨致しました。


既に、大連国際大会まで３ヶ月に迫る段階です。


HPの整備および、大連国際大会関連頁の構築を進めてください。
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今回のCP紙を元に、早急に７月の国際大会案内頁を作成し、「大会」頁が４６回から更新されていない状況を改善してください。


くりかえし何度申し上げたかは最早存じませんが、国際大会を挙行する学会として、このHPの状況は断じてあり得べきものではない。


会員に対してばかりではない。大連大学関係者、比較民俗学会関係者、本学会の動向に些かなりとも注目する過去に本学会との関わりがあっ
た諸学会に対しても、現状は、極めて恥ずべき状況です。


事務局長として、現況改善への各位おのおのにてのご協力を、強く求めます。


實川先生ならびに鈴木委員、


スパム対策ソフトは購入を要するものなのですか、そうではないのでしょうか。


未だ、ご報告を頂けておりません。


今年度を通しての戸田立替金を寄付として、事務局長執務費からの支出をやむなしとして参りました。


早急かつ明確な結論をお願い致します。


　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


---------------------
1898 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月28日(木) 午後1時54分
タイトル: 鈴木さん、原文とご説明を


鈴木さん　


繰り返し、お願い致します；
> 　「このソフトを使用すれば、過去の外部からの投稿を削除できる」
> 　この記述が発見できません。
> 　原文をお見せください。


私の見出せた説明は、これだけです。
> How does it work?
> Each time a new comment, trackback, or pingback is added to your site it's submitted to the Akismet web service which runs 
hundreds of tests on the comment and returns a thumbs up or thumbs down. As a result, you don't have to waste your time 
sorting through and deleting spammy comments from your blog.
http://akismet.com/how/


もっとしっかりしたご説明をいただきたい。


現状では以下の、すでにお伝えしたことを繰り返すしかありません。
> 【他からの書き込みを前提としたサイトにおいて、文面を判断してスパムを遮断するもの】
> と考えられます。
> 我われの困っている英語のスパムについては、
> もし、コメントの受け付けを続けるのならば、効果があるかも知れません。
> 
> しかしながら、
> 臨心のサイトにおいては、そもそも書き込みを許容しなければよいだけです。
> また、書き込みを許容する理由もないと思います。
> そして、すでに書き込まれているものを削除する機能はないでしょう。


　そもそも
★ホームページの管理者が、過去の外部からの書き込みを削除できないとは、おかしな話です。
　初歩的な技術上の見落としがあると考えるのがふつうです。
　その辺のことに少し通じている人に見てもらうのがいちばんでしょう。


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗



http://akismet.com/how/
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---------------------
1900 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月28日(木) 午後2時25分
タイトル: 説明はここにありますが Re:[01897] HP整備を最優先に


戸田事務局長


ソフトの名前は「Akismet」
説明はここにあります。
http://akismet.com/how/


おっしゃるとおり、ＨＰの惨状は目に余ります。
鈴木さんには、繰り返し申しても埒が明きません。


私の考えるかぎり、Akismetが有効とは思えません。
しかしもうしばらく、鈴木さんからのお答えを待ちましょう。


　そもそも
★ホームページの管理者が、過去の外部からの書き込みを削除できないとは、おかしな話です。
　初歩的な技術上の見落としがあると考えるのがふつうです。
　その辺のことに少し通じている人に見てもらうのがいちばんでしょう。


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗
　　　　　　　
---------------------
1901 件目
投稿者: ratna chandra <rat 
Date: 2013年3月28日(木) 午後2時36分
タイトル: 感染後対症ではなく予防のみ？：説明はここにありますが Re:[01897] HP整備を最優先に


實川先生、 


サイトのご紹介ありがとうございます。 
いまざっと拝見しましたが、予防のための導入を勧めているようです。 
いざスパムに入られてしまってからもたやすく削除ができる、等々との記載は見当たりませんね。 
（戸田の深読みやメタファーが分からない英語力の問題？でも広告なので、一読で広告主の主張が伝わらねば意味ないはず。） 
とりあえず、鈴木さんが当製品の耳コミでの有効性をご存じかもしれませんので、お待ちします。 
ネット決済ならば、今年度中の支払い記録を残せることが可能ですので。 


　　　　　　　　　　　　戸田拝 


---------------------
1904 件目
投稿者: MX
Date: 2013年3月28日(木) 午後10時53分
タイトル: Re: [20unnei] 鈴木さん、原文とご説明を


各位 鳥取の田中です。 ウイルス対策で重要なのは、
・ウイルスにつよいホームページサーバー上にHPを構築する。
・ウイルスソフトも、性能の良いものに変更する。 
です。 ホームページサーバは、どこのレンタルサーバー上に構築されているのでしょうか。ここから、調べたほうがいいかと思います。 鈴
木さん　


---------------------
1905 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月28日(木) 午後11時15分
タイトル: 田中さん；sakuraでWordPress


田中様


ホームページにつきご意見を有り難うございます。



http://akismet.com/how/

http://groups.yahoo.co.jp/group/20unnei/post?protectID=174068232139235197247026203101231016018158139218183041
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サーバは「sakura.ne.jp」で、
鈴木さんの説明によれば、ここで WordPress というエディタを用い、ＨＰを書くのだそうです。
「akismet」はこれに適合したプラグインなのです。


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗


---------------------
1906 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <msu
Date:  2013年3月29日(金) 午前7時09分
タイトル: Re: [20unnei] 鈴木さん、原文


實川さま


　もうCP紙は終わりましたので、MLにて返答します。
このソフトはWordPress専用ソフトですので、WordPressを
開いていないと實川さんが求めている表示は出てきません。


　ウエブ上で「WordPress Akismet」で検索をかければ
何らかの説明が出てくると思います。今私がわかっているのは
これぐらいです。


鈴木宗夫


---------------------
1907 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年3月29日(金) 午後11時26分
タイトル: 鈴木さんのＨＰ管理について


戸田事務局長　運営委員各位と鈴木さんへ


鈴木さんの言われた「英語の有料ソフト」Akismetを検索してみました。
驚くべきことに、日本語のサイトばかり出てきました。
つまり、(鈴木さんの言われてきたのとは異なり)日本語でも充分の情報があります。
分かったことを簡単にまとめると、次のとおりです。


１　Akismetはブログ用のスパム対策ソフトで、非常に広く普及している。
２　スパムを検出して遮断するプラグインとして機能する。(すでに投稿されたスパムを削除するものではない。)
３　Akismetは無料で使える(商業利用にかぎり有料)
４　WordPress2.0以降では、Akismetは最初から付属している。(日臨心ＨＰのある「さくら」ではWordPressが3.x；Akismetが付属してお
り、登録すれば働く)
５　Akismetは、WordPress以外でも使える。
　　
参考；
http://wp-exp.com/blog/akismet/
http://www.seotemplate.biz/blog/wordpress-plug/1034/
http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2010/08/16/793


★よって、Akismetを導入する必要はありません。


　　これらの情報は、便所で座っているあいだに、
　　iPadで確かめられました(この書き込みにはもっと時間が掛かりますが)。


・鈴木さんに申し上げます。
　あなたは、この数ヶ月間、何をしてこられたのか？
　これは、「努力したができなかった」といった事情とは異なります。
　あなたの申し立てには、事実と異なることが多々含まれており、
　しかもそれは、不注意や錯誤に起因するとは思われない。
　Akismetというソフトの名前さえお伝えいただければ、検証は15分で済んだのです。
☆しかもこのために日臨心のホームページは、長期にわたりたいへん恥ずかしい有り様となっている。



http://groups.yahoo.co.jp/group/20unnei/post?protectID=029059044209194182036175096001021165026144204051183130252055172072120

http://wp-exp.com/blog/akismet/

http://www.seotemplate.biz/blog/wordpress-plug/1034/

http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2010/08/16/793
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◎次は鈴木さんによる、先の栗原さんと同様の＜的外し・はぐらかし＞応答です。
＝＝＝＝＝
＊私は、このように繰り返しお願いしました；
　「このソフトを使用すれば、過去の外部からの投稿を削除できる」
　この記述が発見できません。
　原文をお見せください。


　それに対し鈴木さんは、こう答えられました；
　このソフトはWordPress専用ソフトですので、WordPressを
　開いていないと實川さんが求めている表示は出てきません。
＝＝＝＝＝
　「實川さんが求めている表示」を鈴木さんが、この方法で確認したなら、その画面を保存して送ってくださればよいだけです。


　先にも申しましたが
　ホームページの管理者が、過去の外部からの書き込みを削除できないとは、おかしな話です。
　初歩的な技術上の見落としがあると考えるのがふつうです。


★以上から考えますと、次の二つの状況が考えられます。
１　鈴木さんには、ホームページを管理する力量がない
２　鈴木さんは、故意にホームページの管理を怠っている


　いずれにせよ、これ以上の放置はできません。


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
　　　日本臨床心理学会 編集委員長
　　　　　　　實川 幹朗


---------------------
1936 件目
投稿者: ratna chandra <rat> 
Date: 2013年4月2日(火) 午前10時28分
タイトル: 鈴木委員：HP未更新頁の更新をお願いします


鈴木委員、各位


　前１９期から未更新の、HPの更新を進めてください。


　機関誌バックナンバーの内容、過去大会頁を更新ください。


　いずれも、本学会の立場と理念を示すものです。


　本学会のことを知りたいと考える人がまずは、アクセスする、極めて重要な頁です。


　これらが、このような状況であれば、本学会にとっての不利益をもたらします。


　国家資格化実現により、日心臨の臨床心理学ワールドの一党独裁体制が崩れ、本学会に入りたくてもポイントの縛り等々から、入らなかっ
た人を呼び入れる大きなチャンスです。


　その下準備の必要性が、本学会の運営委員各位には極めて希薄であるように窺えることを、非常にもどかしく思います。


　順次出来る限り早急に、更新と整備をお願いします。


　期限が必要と考えますので、来週末4月13日24時までにお願い致します。


　また、気づいたところなのですが、目次でCP紙を広報誌と表記しているが、広報紙ではないでしょうか？


　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


---------------------
1950 件目
[20unnei]グループの掲示板に投稿があったことを、Yahoo!グループよりお知らせいたします。
---
戸田事務局長
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ホームページの大会の紹介は、まるで活動が止まっているかの如くです。
これは、前々から申し上げてきたことです。


鈴木さん
　「大会」の文字を押した画面から、最新の大会案内に入れるよう、リンクを至急張ってください。
　４７回大会以降の内容については、前にご案内したボックスと同じＩＤとＰＷでヤフーメールに入り個人フォルダーを見て
いただくと、「完成ファイル」フォルダーがあります。そのなかに、４９巻１、２号のＰＤＦがありますので、必要な情報が
取り出せるはずです。
　明日以降、私も時間があればここからデータを出してみます。


　～～～～～～
　    實川 幹朗


-----------------------------------
1951 件目
投稿者: ratna chandra <ra> 
Date: 2013年4月4日(木) 午後11時43分
タイトル: ＜警告＞HPの現在の状態は、本学会に将来的不利益をもたらすことを認識ください


鈴木委員、運営委員各位


　標記の件、すでにその理由は説明いたしております。


　しかるに、戸田所信についてのご意見は頂けておりません。


　国家資格化への動きへの対応について、本運営委員各位の見識を疑います。


　本学会への将来的な不利益をもたらすこととなる責任主体は、運営委員会にあり、その名目上の責任者である酒木委員長となります。


　HP管理の現況は、酒木委員長および事務局長戸田への責任追訴という事態を見込んでの、集合的不作為とも見なされます。


　喫緊の具体策として、ただちに、HP修復を進めて頂きたく望みます。


　　　　　　　　　　　　　　事務局長戸田游晏


---------------------
1965 件目
投稿者: ratna chandra <ra> 
Date:  2013年4月8日(月) 午前0時25分
タイトル: 鈴木委員：現HPの使用容量：有料化見積もりのため


鈴木委員、各位、


現在使用中のさくらインターネットなのですが、現時点で同サーバーには無料の設定がありません。
しかしながら、昨１年度中にはサーバーレンタル料は支出されておりません。
本日、別の会合で、このたびのHP管理技術について相談していた方々の中のお一人（非会員）に出会いました。
かねてよりご心配をいただいており、さいきんHPがようやく少し更新されてきているね、と仰ってくださいました。
（このように、本会員外の方々にもご心配をおかけしております。それだけ、社会一般への学会の顔も同然のHPの状況そのものが示す、一般
社会からの認知水準に対して、我々がいかにガラパゴス（内向き）化で停滞しているか、という表れではないでしょうか。）
本件についてお尋ねしてみたところ、以前に無料だったときに加入してそのまま使用している状態ではないかとのことでした。


そこで、戸田なりに考えたのですが、もしかすれば、有料化契約へ移行すれば、このたびのスパム削除も簡単にできるか、メンテナンスにつ
いての問い合わせ等のサーヴィスも受けられるのではないでしょうか？
ただし、容量によって月額料がかなり違います。
そこで、見積もりも含めてお尋ねしたいのですが、現在のHPではどのぐらいの容量を使っているでしょうか？
今週末までに運営委員会議案を資料を含めて作成したいので、できるだけ早急にお知らせください。


　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


---------------------
投稿者: 鈴木 宗夫 <ms> 
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Date: 2013年4月11日(木) 午後10時03分


戸田さま


　返答が遅くなり、申し訳ありません。


　昨年の2月2日に以下のメールが前任者の太田さんより転送されてきています。今年も有料の請求が事務局になされているか、これから請求
があるものと思われます。


　容量がどれくらいあるのかなどについてはよくわかりません。
下記にあるカスタマーセンターに電話で問い合わせてみようと思って
います。


鈴木宗夫


-----------------------------------------------------------------
鈴木様
　さくらインターネットからのメールを転送します。


太田　裕一　　OTA Yuichi


---------- 転送メッセージ ----------
From: さくらインターネット（料金） <pay
日付: 2012年2月2日1:03
件名: [さくらインターネット] ご契約更新のお知らせ
To: youso


　　　　◆◇◆このメールは請求のお知らせではございません◆◇◆


日本臨床心理学会　太田　裕一　 様 (wbq30846)


さくらインターネット株式会社


　　　　　　　　 ご契約更新のお知ら


　さくらインターネットをご利用いただき誠にありがとうございます。


　ご契約いただいておりますサービスの更新日が近づいてまいりました。


　サービスの契約は全て自動更新のため、継続してご利用の場合、お手続きは不要でございます。後日、ご請求についてのお知らせを送付い
たしますので、そのままお待ちください。


　サービスの解約や支払方法（期間）の変更をご希望の場合は、以下に記載の2012年02月20日の締切日までに所定の手続きを行ってくださ
いますようお願いいたします。


[以下略]


---------------------
1988 件目
投稿者: ratna chandra <rat
Date: 2013年4月12日(金) 午前0時57分
タイトル: 鈴木委員：使用料についてもお問い合わせください


鈴木委員、 


ゆうちょ通帳および学会支援センター立て替え金一覧から探してみましたが、さくらインターネットに学会から年間使用料金を支出した記録
が見つかりません。 
使用容量をカスタマーセンターにお問い合わせの際に、前年度の支払いが完了しているか、完了しているとすればどのような形でなされてい
るかを、併せてお尋ねいただけないでしょうか。 
まんいち未払いの場合、請求書は、杉並の学会事務事務局にお送りいただくようにお願いしてください。 
また、担当者の変更のお申し出もお願いします。 
とりあえず、事務局長戸田に変更くださいませ。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　戸田 


---------------------
1995 件目
投稿者: 實川 幹朗 <zitukawa@z...> 
Date: 2013年4月12日(金) 午後6時09分
タイトル: 不思議で危険な事態／Re: 鈴木委員：使用料についても


事務局長　鈴木さん 


これはたいへん不思議な事態です。 
事務局からの支払いがないとすると、誰がお金を払っているのでしょうか？ 
お金を払っていないのに、ホームページが維持されているのでしょうか？？ 


たしかにサクラは、むかしは無料だった時期があるようです。 
しかし、今は有料です。 
去年の、太田さん宛てのメールで「請求書払い」ですから、課金されていると考えるのがふつうでしょう。 
特例で無料が継続しているのかも知れませんが、 
もしかすると、あちらの手落ちで、払っていないのに維持されているのかもしれません。 
しかし、もしそうなら、たいへんに危険な状態です。 


料金の支払いが2ヶ月遅れると、サイトは消滅します。 
その後、二週間以内に手続きをとらないと、復元は不可能になります。 


＊鈴木さん、運営委員長と事務局長の指示に従って下さい。 
> ・アドレス 
> ・ログインID 
> ・ログインパスワード 
この三種の神器を、早急に事務局長にお伝えください。 
これがないと動きが取れません。 
悠長な場合ではない。 


　　＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／ 
　　　日本臨床心理学会 編集委員長 
　　　　　　　實川 幹朗 


---------------------
2003 件目
投稿者: MX
Date: 2013年4月14日(日) 午後6時49分
タイトル: 日臨心HPの管理・メンテナンスについて


田中です。 遅くなり申し訳ございません。 日臨心のHPのメンテナンスについてすこし調べました。 管理を依頼しようとしている、身障者の
作業所、Studio-Eが使っているソフトも ワードプレスでした。 したがって、更新・管理などは、何の問題もなくできます。 
以前の見積もりでは、月１０回程度の更新作業で、１万円/月といってきています。 また、スパムなどの削除なども可能です。 （毎日なり、
２，３日に一回の点検作業をしてもらえばいいかと思います） 詳細についての確認作業に入りたいといってきています。 
パスワードを教えていただければ、対応は可能です。 
よろしくおねがいいたします。


---------------------
2006 件目
投稿者: ratna chandra <ra.> 
Date: 2013年4月15日(月) 午前7時58分
タイトル: 鈴木委員：パスワード他を田中委員にお知らせください：日臨心HPの管理・メンテナンスについて


鈴木委員 


１）アドレス･ログインID･ログインパスワードを、田中委員にお知らせください。 


２）さくらインターネットへの経費支払い状況を、戸田にお知らせください。 


　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏 
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---------------------
2008 件目
投稿者: 鈴木 宗夫 <ms> 
Date: 2013年4月15日(月) 午前11時39分
タイトル: 日臨心HPサーバーの支払いを確認しました


戸田さま
運営委員の皆さま
 
　ご迷惑をおかけしています。
先ほど、さくらインターネットに確認が取れました。
昨年（2012年）も学会事務局（生協）宛に請求書を
送付し、支払いがなされていること。
　今年分については4月10日(水)に学会事務局宛に
請求書を送付したとのことです。
 
取りあえず、ご報告まで
 
鈴木宗夫


---------------------
2016 件目
投稿者: ratna chandra <rat> 
Date: 2013年4月15日(月) 午後10時08分
タイトル: 鈴木委員：パスワード他を田中委員にお知らせください：日臨心HPの管理・メンテナンスについて


鈴木委員、


先般お願いの２点のうち、以下の２）は、解決致しました。


１）につきましては、運営委員会にての、HPメンテナンス見積報告のためのStudio-Eさんの確認作業に必要です。
　　日程が極めて押しております。
　　明朝までに田中委員まで、お知らせください。


　　　　　　　　　　　　　事務局長　戸田游晏


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


　ようやくパスワードが酒木委員長に送付された。
　問題の発覚から、四ヶ月以上が経過していた。
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