→記事は２面に

来年度事業予算の打合せ行われる

暑い夏が終わり︑ようやく涼しくなった九月︑十月にかけて︑来年度

の区関係の事業計画や予算調整の打合せが行われている︒

区との協働事業は﹁暮らしを彩るＩＴ講習会﹂
﹁障害者パソコン講習

会﹂
﹁かつしか地域づくりネット運営﹂
﹁区民がつくる葛飾百科構築﹂の

４事業があり︑このほかに受託事業として﹁シニアのためのパソコン教
室﹂がある︒

協働事業は基本的に単年度事業なので︑まずは区の担当課とそれまで

の実施状況などを振り返り︑事業を継続するかどうかを論議する︒その

結果︑前掲の４事業とも来年度も継続実施として予算要求することにな

った︒その後︑それぞれの事業計画を想定し︑それに基づいて収支計画

を作成するとともに︑契約形態などの調整を行う︒

４事業のうち﹁障害者パソコン講習会﹂は受講希望が多いことからコ

ース数を増やすことになる予定︒
﹁区民がつくる葛飾百科構築﹂は本格

開始の年度になるため予算要求規模は今年度より大きくなる︒ほかの２

事業はほぼ今年度に準ずるが︑ＩＴ講習会では受講生の確保︑かつしか

年度予算案が策

地域づくりネットでは会員獲得や広告収入の拡大の自助努力が必要と
なる︒

この後︑区内部での予算調整や査定などが行われて

定され︑来年２月の区議会にかけられる運びとなる︒

８割強︑補助金比率は２割弱となっている︒補助金比率が低いので受講

料収入などにより収支実績が大きく左右される︒そのために前述の自助

努力が必要となる所以である︒同時に自主事業収入の比率を高めていく

ことも法人経営基盤の安定性のためには欠かせない︒

会員各位の一層の努力と新たな事業活動企画をお願いする︒
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ユニコムかつしかの今年度予算収入のうち︑区関係事業収入の比率は
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地域づくり交流会

かちねっと広場２００８開催

のコミュニティがブース

時開場に備えて︑出展スタッフは９時から会

ねっとゆかりの人たち

開始間もなく︑かち

いた︒

ぞれ話に花を咲かせて

や顔見知りの人がそれ

しながら︑初対面の人

物を飲んだり食べたり

られ︑ブースで買った

用の丸テーブルが並べ

部屋の中央には歓談

された︒

に︑カレー︑赤飯︑フランクフルト︑枝豆などが販売

販売コーナーでは︑コーヒーや冷たい飲みもののほか

場のセッティングや展示の準備に追われた︒ブースや

展示︑

今年は﹁かちねっと﹂の

かつしかの協働事業の一環として開催している︒

ある方たちの交流の場として︑昨年から区とユニコム

イト﹁かちねっと﹂の仲間たちや地域づくりに関心の

葛飾をキーワードにしたインターネットの交流サ

場２００８﹂が行われた︒

９月７日︑市民活動支援センターで﹁かちねっと広

!!

４組によるミニミニコ

ックス演奏とバラエティに富んでいた︒
午後からは地元の落語家橘家竹蔵師匠による講演

とがご縁で今回︑名古屋興行の最中にもかかわらず出

しを彩るＩＴ講習会﹂にパソコンを習いに来られたこ

木徳一様・中野はるみ様・本山圭子様が認定試験

様・岩井久子様・加藤えり子様・小林修樹様・鈴

７〜８月に行った養成講座において︑石田登

■シニア情報生活アドバイザー養成講座

演いただいた︒話だけでなく︑南京玉すだれやかっぽ

に合格されました︒おめでとうございます︒アド

﹁パソコンとの出会い・人との出会い﹂
︒師匠が﹁暮ら

れほかの踊りなども披露してもらって会場が大いに沸

月８日から開始されます︒

バイザーとして活躍されることを期待します︒

次回講座が

いた︒
続いて︑﹁ネットの
交流から地域への交

右の認定試験合格者の方７名と金恩華様が新た

■ようこそユニコムかつしかへ
かちねっとメンバー

に入会されました︒皆様の今後のご活躍を期待し

流へ﹂をテーマに︑
５名が参加してのト

ます︒

日に定例会が行われ︑事業責任者からの

■会員定例会

ークセッション︒そ
れぞれの思いや意見
が語られた︒

９月

状況報告︑収支状況報告や依頼事項説明などがあ

こ こまでで 広場
イベントは終了︒３

り︑終了後︑有志で懇親会が行われました︒

月

月５日創刊号を配信しました︒掲載記

日

時〜

時︑多数参加ください︒

■市民活動支援センターまつり

事や購読者獲得に会員の協力をお願いします︒

します︒

案内などを内容とするメルマガを毎月５日に発行

パソコン最新ニュース・知識・クイズ・講習会

■ユニコムかつしかメールマガジンの発行

時からは会場を模様
名が出席︒あちら

替えし︑これも初め
ての試みの有料の懇親会に移り︑

こちらで話しが弾んで座がたいへん盛り上がった︒
企画から実施まで︑多くの人たちに協力していただ
いた︒この場を借りて厚くお礼申し上げます︒
参加者の皆様からは︑毎年続けて欲しいという声を
数多くいただいているので︑来年も実施する方向で考
えている︒その節はまたよろしくご協力をお願いした
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ンサート︒今年初めての試みだったがギターとボーカ

い︒

２０

１０

２６

１１

ルデュオ︑フルートアンサンブル︑アニメソング︑サ
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■パソコン豆知識■
ＥＸＣＥＬ２００３・ＷＯＲＤ２００３の使い慣れ
たコマンドが ＥＸＣＥＬ２００７・ＷＯＲＤ２００７
ではどこにあるかを調べることが出来ます︒
左記のアドレスを︑インターネットエクスプローラ
のアドレスバーにコピー＆ペーストしてＥＮＴＥＲキ

しょうか？
ア． Shift
キー

イ． Ctrl
キー

︻正解︼ア． Shift
キーです︒

ウ． Alt
キー

正解者多数の中から抽選により次の一名の方にＵ
ＳＢメモリーを差し上げます︒
葛飾区西新小岩 鈴木かつ子様
おめでとうございます︒

■今回の問題■
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｘ-Ｐで︑インストールされてい
るプログラムをアンインストール︵削除︶する方

ーを押すとページが表示されます︒ページの中程にあ

法は？ 次の﹁Ａ﹂と﹁Ｂ﹂に当てはまる言葉を

区との協働事業のパソコン教室でパソコンボラン

ティアの活動を何年かつづけて来ました︒

当初は︑パソコンを通して自分でも少しは地域に

役立つことが出来るかとの思いで活動をしていまし

たが︑受講される方々と接する機会が多くなるにし

たがって教えることは教わることだとの思いがだん

だん強くなりました︒

シニア対象のパソコン教室なので︑当然私より年

ション作りをどの様にしていくかという事が課題に

なると思います︒これからも受講される方々と心の

︵伊藤勝彦︶

ふれ合いを大事にした講座を目指したいと思ってお
ります︒
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る﹁ガイドを開始する﹂をクリックしスタートをクリ
ックする︒︵メニューやツールバーのボタンをポイント

齢の高い人が多い︒この年齢で初めてパソコンを勉

強しようとする人は概ね非常に向上心の旺盛な人が

多く︑どの講座でもその前向きなパワーに感心させ

られることが多々あります︒

アドバイザーの立場としてはパソコンの知識を教

切なのは人に話をしたり︑人の話を聞いたりするこ

えることが第一義ですが︑人間にとって基本的に大
会員以外の方も回答できます︒

答 Ａ＝﹁ ﹂ Ｂ＝﹁ ﹂

ラムを選択﹂↓﹁変更と削除﹂

﹁スタート﹂↓﹁Ａ﹂↓﹁Ｂ﹂↓﹁削除するプログ

入れて下さい︒

すると説明文が表示される︶
︻ＥＸＣＥＬ編︼
http://office.microsoft.com/ja-jp/excel/HA1014915110
41.aspx
︻ＷＯＲＤ編︼
http://office.microsoft.com/ja-jp/word/HA100744321
041.aspx

pcq@uc-k.net

U
S
B
アドレス ・
・

今後ユニコムにとっても人と人とのコミュニケー

とだと思います︒

日

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
月

をプレゼントいたします︒
〆切り

３１

■前回の正解と当選者発表■
︻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

１０

﹁区民がつくる葛飾百科﹂
いよいよ作業始まる

来年の葛飾中央図書館の開館に合わせて︑リニュー
アルされる区図書館のホームページに︑葛飾の情報を
集めたサイトを立ち上げることを主な目的としたこの
事業︒初年度の今年は︑インターネットを検索して︑
調査した﹁葛飾ゆかりの文学﹂を電子情報化してＣＤ

使えそうな情報を収集するのと︑葛飾図書館が過去に
今年度スタートした︑区︵葛飾図書館︶との協働事
月

﹁葛飾文学散歩﹂を作成し︑閲覧︑貸し出しができる

業﹁区民がつくる葛飾百科﹂の作業が︑
うやく始まりました︒

他にはあまり例のないこの事業は関係者の注目を

この日午後１時半︑８︑９月に開講したボランティ
ア養成講座を受講した区民ボタンティアのうち５人が︑

浴びているようで︑９月下旬には︑同じく地域情報サ
イトの作成を模索する大阪府豊中︑吹田︑箕面市︑東

同図書館のＡ会議室︵
﹁暮らしを彩るＩＴ講習会﹂の行

ようにします︒

日よ
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編集後記

かない︒でも︑新しいことをやることは︑多かれ少

先の見通しさえ立たない︒すべては推測で決めるし

で検証もできず︑システムもまだ定かでないから︑

に︑来年の予算要求の真っ最中だ︒始まったばかり

ろだったと思うが︑ずっと前に思われる︒それなの

たら︑今年も２月半を残すだけになってしまった︒

来月からはコーディネーターも︑各日１人が担当し

なかれ︑そういうことなのかもしれない︒

各人が想像力と創造力を働かせて︑周りを見回せ

ば新しい企画ができるかもしれない︒今年︑事務所

はそのために移転したのだった︒
︵志︶

発行責任者：大島 進 TEL&FAX（03）690５−８０８0

ますが︑今月は全員集合で︑新事業のスタートを見守
ります︒
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われる部屋︶に集まりました︒

京都三鷹市の図書館担当者や︑学者︑研究者︑ＮＰＯ
代表が聞き取り調査にきて︑ユニコムの担当者もいろ
いろ質問を受けました︒
初日︑簡単な説明の後︑早速作業してもらいました

■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

やっと﹁葛飾百科﹂の作業がスタートしたと思っ

IT・パソコンのことならユニコムかつしかへ！

トアップしました︒ボランティアに応募していただい

件ほどのサイトをリス

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。

区の課題に応募して︑契約を結んだのが去年の今ご

が︑約３時間で︑１人︑６〜

会員募集中！

たユニコム会員の赤川芳晴さんには﹁葛飾文学散歩﹂

10

日にも行われる予定で︑ボランティ

を担当していただきました︒
︑

17

人でのスタート︑１人︑月１回３時間の作業を

作業は
アは

16

していただきます︒

15
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