お知らせ→２面

まずは会の活動を知ってもらって

企業では今頃は新人研修が終わり︑それぞれの職場に配置された時期

で︑新人が汗をかきかき電話している様子や︑それを指導している先輩

社員の厳しい顔が思い浮かぶようですね︒

新人教育では︑企業人として最低限必要な知識や当該企業の社訓など

を徹底的に詰め込まれます︒その導入部分では︑オリエンテーションが

必ず行われています︒﹁ユニコムかつしか﹂でも︑法人化後は︑新入会

員にオリエンテーションを実施するようになりました︒

オリエンテーションでは︑当法人の設立趣旨︑定款︑年度事業計画や

収支計画︑スライドショーでの活動実績の紹介︑パソコン指導者として

活動するためのステップの説明などを行います︒

また︑これからの会員活動の参考にするために︑パソコン経験︑指導

経験︑希望する活動分野︑特技や趣味を生かした新しい事業提案など︑

各人のプロフィール票や希望調書を書いていただくこともオリエンテ

ーションの一環として行っています︒

本年度は︑これまでに新たに九人の会員が入会下さいましたが︑日程

の調整がつかずまだ未実施の方もおられます︒できるだけ早く機会を設

け︑会の活動をよく知っていただくと同時に︑一日でも早く活動に参加

していただけるようにしたいと思います︒

オリエンテーションを受けられた会員の方からは︑
﹁アットホームな

雰囲気のなかでのオリエンテーションでした︒活動範囲が広いことが判

り︑私にもお役に立てる所がありそうです﹂という感想や﹁資料による

説明のみでなく︑実際に活動している講習会等の現場見学なども組み込

んで欲しい﹂といったご意見も寄せられています︒

こうしたご意見も取り入れながら︑一日も早く会の一員として溶け込

んでいただくように事務局も努力と工夫を重ねていきたいと思います︒

1

!!

シニア情報生活アドバイザー
資格取得講座を再開
しばらく休止していたシニア情報生活アドバイザ
ー資格取得講座を区の協力をいただき６月に再開した︒
広報かつしかで定員６名で募集したところ︑ 名の
応募があり改めて区民の方々の強い意欲を感じた︒
名でスタートした︒

われわれもこれに応えるべく急遽もう一講座を増
設︑結局午前・午後の２クラス計
この講座は︑１回３時間の講座を８回︑２ヶ月間に
わたって行う︒最終日の試験に合格すると財団法人ニ
ューメディア開発協会より認定書が発行される︒
無事合格された暁には︑地域社会に参加してシニア
の方たちにパソコンを利用しての楽しさ・便利さ・面

今回の受講生の年齢層は

歳から

歳代と幅広か

の合格を祝すとともに︑２名の方には次の機会にぜ

今後ますます増えることが確実な高齢者の方々の

ひ再挑戦していただきたい︒

を取られる方なども多く︑
日によって午前から午後に︑

情報格差が広がらないよう講習会の講師︑あるいは

った︒まだ仕事に就かれている方︑両親の介護に時間
あるいはその逆などの変更もあって︑事務方を慌てさ

イベント等を通じて活躍する機会は数多くある︒合

格された方々にはぜひユニコムかつしかの一員とな

せる場面も少なくなかった︒
また︑どうしても出られない母親のために息子さん

り︑われわれと一緒に活躍していただくことを心か

地域づくり交流会

ら願っている︒

が代役で講座に出席という予期せぬ出来事もあった︒
２ヶ月に及ぶ長い講習会のため︑どうしても時間の
都合がとれずに途中で欠けていく人もいて︑最終的に
は９名の方が最後まで残って７月末の認定試験を受け
られた︒いずれも熱心で意欲的な方々だったので︑講
師陣や事務方もやりがいのある講座だった︒

かちねっと広場２００８

﹁かちねっと﹂のコミュニティ展示・販売／ステー

ジ演奏／カフェ・コーナーによりかちねっと仲間や

地域の人たちと交流を図るとともに︑橘家竹蔵氏に

ステージ演奏

分

よる基調講演﹁パソコンとの出会い・人との出会い﹂

や参加者によるトークセッションを行います︒

分

基調講演

トークセッション

懇親会︵会費２千円︶

-︶

時〜午後５時

入場無料︒多数ご来場ください︒

時

時

時

時

■日時 ９月７日︵日︶午前
・
・
・
・

■場所 市民活動支援センター多目的室

-

３０

白さを伝えてもらうことが︑このシニア情報生活アド
バイザーの役目である︒

開催側としては毎回︑全員合格を願ってるのだが試
験は必ずしも実力だけでは受からないこともある︒ち
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︵立石
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ょうどこの原稿を書いているとき︑ニューメディア開
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７０

発協会から９名のうち７名が合格︑残念ながら２名が
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認定試験
（プレゼンテーション科目）

５０

不合格という最終認定結果の連絡が届いた︒７名の方

3

認定試験
（プレゼンテーション科目）

10

■パソコン豆知識■

また︑セクション区切りを使えば縦書き︐横書きの
混在も可能です
正解者多数の中から抽選により次の方にＵＳＢメモ
リーを差し上げます︒おめでとうございます︒
葛飾区東新小岩
朝日 圭子 様

■今回の問題■
ＷＥＢページを閲覧しているとき︑新しく見たいペ
ージにいくと︑現在のページが消えてしまう場合があ
りますが︑新しいページを別のウインドウで開く方法
があります︒
あるキーを押しながら︑リンクのはられている文字
などをクリックします︒そのキーは次のうちのどれで
しょうか？

私には高校生の娘と中学生の娘と小学四年生の息

子がいます︒上の二人の子どもが小さい頃は専業主

婦でした︒
でも三人目が生まれ︑
周りのお友達が次々

と働きに行く中で私だけが世間から取り残されてい

るような︑そんな気がして社会に関わっていたいと

いう思いから︑三番目の子が二歳の時に保育園に入

れパートに出ました︒

三十歳を過ぎて︑事務職につく事の難しさを痛感

した私はパソコン教室に通い始めました︒それが私

の人生を大きく変えたきっかけになったと思います︒

たまたま︑そのパソコン教室の先生がユニコムかつ

しかの代表とお知り合いで紹介して頂き︑ユニコム

かつしかに入会しました︒

このＮＰＯ団体に入れて頂き︑私の世界はとても

広がりました︒何の取り得のない普通の主婦だった

ア． Shift
キー
イ． Ctrl
キー
ウ． Alt
キー
会員以外の方も回答できます︒

私が︑パソコンを指導する側という︑絶対に経験で

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︒

アドレス ・
・

生まれて初めてたくさんの方の前でプレゼンという

事をさせて頂く中で︑いろいろな事を任せて頂き︑

きない体験や﹁かちねっと﹂の運営管理というお仕

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

大役をさせて頂いたり︑私自身本当に成長させて頂

いています︒ケーキづくりの趣味を生かし講習会を

開くきっかけとなったのもユニコムのお蔭です︒

今までより︑地域の人たちと出会う機会が増え︑

毎日充実した日々を送っています︒家事・子育てと

︵角川 暁子︶

仕事とを両立させ︑これからも頑張っていきたいと

思っています︒
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︻ワードで区切り線を引く︼
文章の段落などに横線を引く場合がありますが︑図
形描画で引く方法もありますが︑もっと簡単な方法が
ありますのでご利用ください︒
１．横棒︵マイナス︶
﹁ ﹂
―を３回連続で入力します︒
︵ーーー︶
２．エンターキーを押します︒
３本の﹁ー﹂が一本になります︒
︵ ―――
︶
３．さらにもう一度エンターキーを押すと︑ページの
端から端までの長いつながった線になります︒
同じように二本線︵イコール︶の引き方です︒
１．横棒︵イコール︶
﹁＝﹂を３回連続で入力します︒
２．エンターキーを押します︒３本の﹁＝﹂が一本に
なります︒
３．さらにもう一度エンターキーを押すと︑ページの
端から端までの長いつながった線になります︒
■前回の正解と当選者発表■
﹁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？
できると答えた方はその方法もお書きください︒
︵ア︶できない ︵イ︶できる
﹁正解﹂は︵イ︶です︒
テキストボックスを使う︑ワードアートを使う︑と
いう方法をとれば可能です︒
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﹁区民がつくる葛飾百科﹂始動
区と協働の新事業﹁区民かつくる葛飾百科﹂が︑い
図書資料以外の貴重な情報を収集して︑区立図書館

不安も多いですが︑多くの人の目に触れても恥ずかし

ジュールを決めていきます︒
ほとんど例のない事業で︑

その作業をする有償ボランティアを７月５日付け区

じようなものを計画

大阪の豊中市も同

す︒
お礼とお知らせ
６月７日に行われた亀参まつりで集まった寄付金は︑６１
７５円になりました︒先日︑毎日新聞社会事業団を通じて︑
岩手・宮城地震の義捐金として送りました︒

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
■出張サポート・出張レッスン
・白鳥福祉館講習会
■個人レッスン（於：事務所）
・暮らしを彩るＩＴ講習会
■web・機関誌等制作支援
■「区民がつくる葛飾百科」の構築
■かつしか地域づくりネット（かちねっと）の構築・運営

い！︒

︵芳︶

科﹂心ワクワク待ち憧れています︒それにしても暑

事業でさらに忙しくなる︒膨大な協働事業︑
﹁葛飾百

もうすぐ秋になるよ︒秋になるとユニコムも協働

で大の字︒お陰で風邪引いちゃった︒

湧いてきた︒
﹁今動く時じゃない﹂なぁんて︑畳の上

暑さも同じ︒時期が来りゃ収まるさ︒心に諦めが

つしかないのかな！

め︑いくら斬っても斬っても収まらない︒時期を待

く暑中稽古真っ盛り︒世の中原油高︑毎週値段も高

﹁メーン﹂一刀のもとに斬り下ろす︒掛け声勇まし

編集後記

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。

が払われるので︑ユニコムの会員が参加し︑謝礼の
一部を寄付していただかないと︑ユニコムの収入には
なりません︒
みなさんの積極的な参加をお願いします︒

のホームページ上で紹介することが主目的のこの事業
くないものをつくり

スタッフはこれと並行して︑具体的な作業や︑スケ

は︑まず︑区民ボランティアによってインターネット
上げなければとがん

よいよ７月３日に始動しました︒

上から︑紹介するにふさわしい情報を検索収集するこ

人が応募しました︒応募フォ

中とかで︑近く参考

ばっています︒

ームを見ると︑みんなパソコンに精通し︑熱意あふれ

のため取材に来ると

とから始めます︒

る人ばかりでした︒残念ながら︑ユニコムの会員は赤

いう連絡があり︑い

報で募集したところ︑

川さんと山田さんの２人のみでした︒うち︑お２人を

つの間に情報が広ま

人に︑７月３︑

講座は︑教えるというより︑応募者の能力を見極め
るためのもので︑ウエブや検索の基本など︑中級以上
の内容でしたが︑みんなおおむね講義についていった
ので︑サブ講師は休業状態でした︒
結局１人を除いてボランティアをお願いすることにし
ました︒
人で十分ですが︑できるだけ

多くの人によってつくるという趣旨から︑現在さらに

︻ようこそ︑ユニコムかつしかへ！︼
日

皆様の今後のご活躍を期待します︒

久保欣一様︑阿部昌彦様︑矢坂弘子様

新たに次の３名の方が入会されました︒

人ほどボランティアを募集しています︵８月

号区報︶
︒講座は９月４日︵１日だけ︶に行います︒
再三お知らせしたように︑この事業は︑個人に謝礼
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会員募集中！
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１５

仕事の量からいけば

ったのか驚いていま

日の両日ボランティア養成

含む
１１

講座を受けていただきました︒

１０
１１
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