シニア情報生活アドバイザー養成講座→
↓マロンの簡単ケーキづくり講座

みんなの事務所でやりたいことを

立石駅３分のユニコムかつしかの新事務所︒

平米ほどの広さだが︑いつも大勢の人たちが出入りして賑わってい

!!

る︒事務所当番の会員︑ミーティングに来る会員や区の方々︑パソコン

を習いたいと訪ねてこられる方︑町会の回覧板を持ってくるお隣さん︒

郵便配達の人︑注文の品物を届ける宅配便の人︑各種商品のセールスの

人たち ････
︒
この事務所ではすでに多くの方がパソコンの個人レッスンを受けら

れ︑希望する時間に︑しかも親切に教えてもらえることでたいへん喜ば

れている︒定期的に会員向けのパソコン勉強会も行われたり︑かちねっ

との利用講習会も行われている︒この６月からはシニア情報生活アドバ

イザー養成講座が始まった︒写真のように毎週土曜日の午前と午後︑

名の方が資格取得を目指して猛勉強中︒

﹁そこに行ったら誰かに会える！ みんなにとっての大切な場所﹂

ために１人でも多くの会員がどんどん使ってほしい︒

る︒自分が得意なこと︑やりたいこと︑アイデアを実現することなどの

新しい事務所はみんなの事務所だ︒同時に一人ひとりの事務所でもあ

様の支えがあればこそと思っている︒

感じ︑会の発展を願っていることの証であり︑現在の盛況もそうした皆

予想を超える金額が集まった︒多くの方々がユニコムかつしかに愛着を

新しい事務所を借りるための費用は会員多数からの借財で賄ったが︑

われ︑ご覧のように男性も参加して大盛況だった︒

技の会員の角川さん主催による﹁マロンの簡単ケーキづくり講座﹂が行

パソコン講習以外にも事務所を役立てようと︑先日はケーキ作りが特

１０

そんな場所作りがユニコムかつしかの目標︒新しい事務所をそのため

の第一歩としてみんなで大きく育てあげて行こう！
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﹁区民が作る葛飾百科﹂
いよいよ始動！

資料はＣＤ化して︑閲覧もできるようにしたいと考え
ている︒
将来的には︑広く一般に情報を提供してもらって︑
それをホームページに入れるなどして︑文字通り﹁区

コーディネーターは応募当事からかかわってきた

大島代表︑大島︵滋︶
︑高木︑長谷川︑鈴木︵志︶の

日︑８月にも予定︶を受講した後

各氏が務める︒ボランティアは公募し︑２回の養成

講座︵７月３︑

採用する︒講座は養成というより︑面識のない応募

この事業は︑多くの人の目に触れる区立図書館の

民が作る葛飾百科﹂にすることを目標にしているが︑
れを受ける側共に︑
整理︑
処理が難しいと考えられる︒

ホームページの一部にかかわり︑形を残さなければ

者の実力を見極める意味合いが強い︒

そこで当面は︑現在インターネットに発表されている

ならない事業で︑その成果はユニコムの評判を大き

やみくもに情報提供を呼びかけても︑提供する側︑そ

ランティア募集のお知らせが載って︑ユニコムかつし

ホームページの中から︑このサイトにふさわしいもの

く左右するものと考えられる︒そうした意味でもボ

日付けの区報に﹁区民が作る葛飾百科﹂のボ

かと区との新しい協働事業がいよいよ始動した︒

を選び出し︑その情報を﹁百科﹂に掲載して基礎を作

できるようにデータベース化することなどが作業内容
になる︒
また︑すでに葛飾図書館が調査済みの﹁葛飾ゆかり
の文学﹂のデータベース化も行う︒

これまでも何度かお知らせしたが︑この事業は︑図

というと︑まず︑ボランティアがインターネットを検

い部分もあるが︑この事業をどのように進めていくか

あまり前例のない事業で︑やってみないと分からな
書資料以外の葛飾関連情報を収集してホームページに

索して情報をピックアップ︒これを図書館の担当者︑

また︑
活動費用は区から個人宛に支払われるので︑

ユニコムかつしかの会員にはその中から会への寄付

もお願いしたい︒

将来につながる事業として︑会員のみなさんの積

極的参加を期待している︒

なお︑上段掲載の﹁区民が作る葛飾百科﹂のロゴ

マークは︑スタッフが考えたイメージをもとに市民

活動支援センターの山崎まどかさんに制作していた

だいた︒ご協力有難うございました︒

立図書館ホームページ︑ユニコムかつしかホーム

アップするという区の課題事業に応募して︑ユニコム

ボランティア募集中！
専門有識者からなる委員会が採否を判定する︒採用が

ページをご覧下さい︒

ユニコムから出すコーディネーター︑
街の研究家代表︑

区立葛飾図書館は来年秋︑金町駅前に移転︑葛飾新

決まった情報は︑図書館が著作権をクリアした後︑分

日号︑葛飾区

中央図書館として生まれ変わる︒それに伴い︑区立図

類してデータベース化︑ホームページにアップできる

詳しくは︑広報かつしか６月

書館のホームページもリニューアルされる︒
﹁葛飾百

ように処理するという流れになると考えている︒

が選ばれたもの︒

の参加が不可欠だ︒

ランティアには実力があり︑気心の知れている会員

６月

１０

る︒
また︑区立図書館のシステム構築のスケジュールの
年度以降
年度は︑情報のピ

関係で︑ホームページにアップする作業は
でないとできないため︑初年度の

２１

ックアップ︑分類︑ＣＤ化︑将来ホームページに掲載

２０

科﹂はそのホームページの中に作られる予定︒また︑

１５
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■パソコン豆知識
︻エクセルで︑ふりがなを編集する︼
セル内の漢字にふりがなをつける方法は︑
﹁書式﹂
メニュー ↓﹁ふりがな﹂↓﹁表示／非表示﹂をクリッ
クで表示できます︒
ただし︑このふりがな必ずしも正しいとは限りませ

■今回の問題■
ワードでは︑
ひとつの文書の中に縦書きと横書きを混
在させることは︑
できるでしょうか？できないでしょうか？
︵出来ると答えた方は︑その方法を書いて下さい︶
︵ア︶できない ︵イ︶できる
会員以外の方も回答できます︒

アドレス ・
・

pcq@uc-k.net

メモリー

左記アドレスまでメールにてお送りください︒
正解者の中から抽選で１名様に
日

をプレゼントいたします︒
〆切り７月

■前回の問題と正解■

イ( Ｆ)２

ウ( Ｆ)４

エ( Ｆ)５

︻問題︼文字の読みがわからない！そんなとき︑部
首の名前を使って入力︵変換︶する方法があります︒
部首名︵例：さんずい︶を入力したあと︑次のどの
キーを押すのでしょう？
ア( ス)ペース
オ( Ｆ)７

正解は︵エ︶Ｆ５です︒

会社を辞した後︑暫く何をしたものかと模索の

日々が続きましたが︑
﹁ユニコムかつしか﹂を知り︑

仲間に加えて頂き皆様に触れ合わせて頂くようにな

り︑早や 年
1 が過ぎました︒きっかけは僅か数行の
葛飾区広報のシニアド受講生募集記事でした︒地域

に殆んど知り合いのいない状況で︑興味のあったパ

ソコンを通じて皆さんとお知り合いになれればと思

い︑受講しました︒結果は大当たりで︑ユニコムの

メンバーはもとより︑関連する団体の方︑受講生等

多くの方と知り合うことが出来ました︒

触れ合いは人だけでなく物にも感じます︒その一

つが時計︒ 年も使っている懐中時計です︒デジタ

ルでもなく︑電波でもなく 日､差数十秒で︑ゼンマイ
日で停まりますが︑なんとなく存

を巻き忘れると

︵館 新平︶

末永い触れ合いを宜しく御願い致します︒

そして﹁かちねっと﹂の仲間にも︒

と願っています︒見える方とも︑見えない方とも︑

これからもより多くの方との触れ合いを広げたい

い触れ合いを捨てきれずにいます︒

を担当していますが︑自分では﹁銀塩 フ(ィルム カ)
メラ﹂を捨てきれずに楽しんでいます︒いずれも永

ルネームは 懐｢中時計 ︒｣
写真についても同様で︑ＩＴ講座では﹁デジカメ﹂

けています︒そんなわけで﹁かちねっと﹂のハンド

在感と愛着があり手放せず︑手を加えながら使い続

1

U
S
B

正解者多数の中から抽選により次の一名の方にＵＳ
Ｂメモリーを差し上げます︒
葛飾区奥戸 角川 絵梨奈 様
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40

ん︒今回ご紹介するのは︑表示させたふりがなの編集
方法です︒方法は次のとおりです︒
１．ふりがなを変更させたいセルを選択する︒
２．
﹁書式﹂メニュー ↓﹁ふりがな﹂↓﹁編集﹂を
クリックする︒
３．ふりがなの部分が四角で囲まれカーソルが入り
編集可能になる︒
４．正しいふりがなを入力して︑エンターキーを２
回押す︒

︻余談︼ワードではふりがなのことをルビと表記してい

という
ruby

る︒綴りは宝石のルビーと同じ ruby
︒イギリスで小さな
活字を真珠とかメノウとか宝石になぞらえて呼んだこと
から来ている︒パソコンに関連することでは
プログラミング言語がある︒

３１

日︑市民活動支援センターで恒

★０１２３才あそびの広場
５月
例の﹁０１２３才遊びの広場﹂が開催さ
れ︑ユニコムかつしかも変身写真カレン
人に加え︑６人の高校生

ダーとミニお面づくりで参加した︒
当日は会員
ボランティアにお手伝いいただいた︒
入口近
くにド
ナルド

見舞金をお願い
したところ︑８
７４７円の募金
があった︒見舞
金はユニコム有
志が加えて︑総
額１万円とし︑
日石本 副代

表らが中国大使

日︑ユニコムかつしかの平成２０年度通

年度通常総会開催される

館に届けた︒

平成

去る６月

ユニコム通信 VOL.1２ 200８年６月 1５日発行（発行日：隔月 1５日）

年度の事業計画︑予

発行元：特定非営利活動法人ユニコムかつしか 〒124−00１２ 東京都葛飾区立石３-３０-１８

ユニコムかつしかはパソコンを活用した幅広い地域コミュニティ
作りを目指しています。パソコンを教えたい人、習いたい人が
共に勉強しています。パソコンの指導者の養成や、個人レッス
ン、出張サポートも行っています。お気軽にご相談ください。
会員になると、個人レッスンが一般１時間１５００円から会員１２
００円になるなど、割引料金になります。

IT・パソコンのことならユニコムかつしかへ！

■講習会
■指導者養成講座
・たつみ敬老館講習会
・シニア情報生活アドバイザー
・ウェルピア講習会
・シニア PC 指導ボランティア
・白鳥福祉館講習会
■出張サポート・出張レッスン
・暮らしを彩るＩＴ講習会
■個人レッスン（於：事務所）
■ホームページ制作・パンフレット類作成など
■かつしか地域づくりネット（かちねっと）の構築・運営

がんばりましょう︒

︵志︶

え合わなければＮＰＯは成り立たない︒大変ですが

ことも︑つまらないことも︑みんなで分け合い︑支

つまらないことをやる人を雇えなければ︑つまる

こともやらなければならない︒

そうだが︑つまることをやるためには︑つまらない

いことはやってられない﹂と即退会された方がいた

所当番をやっていただいたとたん﹁こんなつまらな

ういう活動を支えるのは事務局活動だ︒以前︑事務

作る葛飾百科﹂も︒ユニコムかつしかは大忙し︒ そ

もう翌月の受付が・・・シニアドも始まり︑
﹁区民が

﹁暮らしを彩るＩＴ講習会﹂始まったと思ったら

編集後記

会員募集中！

発行責任者：大島 進 TEL&FAX（03）690５−８０８0

皆様の今後のご活躍を期待します︒

市川 誠様︑中田麗子様

山岸美知代様︑杉浦教充様︑

新たに次の４名の方が入会されました︒

︻ようこそ︑ユニコムかつしかへ！︼

た︒

算計画などが審議され︑いずれも賛成多数で可決され

年度の事業や収支報告︑

常総会が市民活動支援センターで開催された︒

２５

ダックや海賊︑セー
ラー服など楽しい衣
装を並べて〝呼び込
み〟︒好みの衣装に
着替えたところで撮
影︒それをパソコン
に取り込んで７︑８
月のカレンダーに印刷と︑連携プレーで大勢のお客さ
んをさばいた︒
今年は昨年に比べて年齢の低い子供が多く︑着替え
組がかわいくカレンダーに収まった︒

させようとすると泣き出して︑残念そうに諦める親も
みられた︒結局

高生ボランティアが活躍してくれた︒

２０

12

カレンダーづくりは無料だが︑中国四川省大地震の

２０
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１９

18

また︑ミニお面づくりでは︑イラストの得意な女子

62

