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この一年を振り返る

月日は百代の過客にして︑行かふ年も又旅人也︒
︵奥の細道より︶

今年も瞬く間に一年が過ぎ︑あと半月を残すばかりとなった︒ユニコ

ムかつしかのこの一年を振り返り︑新たな年へと繋げたい︒

さて︑１月年明け早々に臨時総会を開いて事務所移転を決定︒大多数

の会員の賛同を得︑また︑多くの会員から多額の貸付申込をいただき︑

２月より立石駅近くの新事務所での活動を開始した︒新事務所は会員ボ

ランティアによる当番制で運営を行い︑受講申込応対や各種会議の他に

パソコン教室や会員勉強会︑会員企画の交流教室など︑新たな活動の拠

点や会員と関係者の交流の場として利用している︒

４月からは新たな区との協働事業﹁暮らしを彩るＩＴ講習会﹂﹁障害

者パソコン講習会﹂
﹁区民がつくる葛飾百科構築﹂が始まった︒それぞ

れ事業責任者を中心に種々の課題を解決しながら︑従来からの事業も含

めて日々事業活動に取り組んでいる︒

今年の活動方針として掲げた自主事業の強化は︑事務所でのパソコン

教室︑会員による交流教室︑町会への出前教室︑ｗｅｂ制作ツールの導

入などを行い︑需要開拓を含めて着実に成果をあげつつある︒

事業活動の拡大に伴う組織整備や広報や他団体とのネットワーク活

動充実といった課題には︑ｗｅｂ会計システムの導入︑メルマガの発行︑

団体ホームページのリニューアル︑活動費規定の策定などを行ったほ

か︑他団体と交流しながら多文化共生フェスタ︑０１２３才あそびの広

場︑亀参まつり︑お茶亀まつり︑かちねっと広場２００８︑コラボかつ

しかまつりなどの企画や実施に参加している︒

以上のとおり諸活動は概ね順調に推移︑年度末に予定された借入金返

済も可能な見通しが得られ︑これも会員各位や関係各位のご努力・ご協

力の賜物と感謝している︒来年がユニコムかつしか及び関係各位にとっ

て一層の飛躍の年となることを念じながら新しい年を迎えたい︒
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﹁
暮らしを彩るＩＴ講習会﹂

受講者拡大等の施策
﹁暮らしを彩るＩＴ講習会﹂も区との協働事業として
発足して以来７か月が経過しました︒受講者年間１６
００名︵月平均１３３名︶を目標に掲げ実施してきま
したが︑開始当初に比べて低落傾向にあり︑ 月まで
月平均

名の結果になっています︒
ＩＴ講習会責任者

もこうした状況に危機感を覚え︑以下の諸施策を検討
し実施に移しています︒
１． 広報活動の見直し
各コース内容については︑これまで当法人及び﹁暮
らしを彩るＩＴ講習会﹂のホームページ上での簡単な
紹介で済ましていましたが︑現行８コース内容を個別
に紹介するチラシを作成︒これを各会場に配備すると
共に︑特に﹁体験コース﹂
﹁いろはにＩＴ﹂の受講者の
ガイダンスに使用することにしました︒
また﹁体験コース﹂
﹁いろはにＩＴ﹂受講者で次コ
ースに進んでいない方を対象に︑アンケート調査及び

今まで責任者の怠慢で︑各月コース募集チラシの更
新が遅れ︑アドバイザーの翌月コース勧誘に支障をき
たしていました︒ 月分からは講座開催の前月末まで
に印刷を済ませ︑Ａ３版は各会場及び事務所の所定の
場所に掲載し︑Ａ４版は受講生の方にお持ちいただけ
るように手配を済ませました︒
２．コースの見直し

のため両方覚えるのは
Office2007

現行講座は︑ OS
は WindowsXP
︑ Office
は 2003
を
使用しています︒受講生の皆さまから﹁講習会では
︑家では
Office2003

大変だ︒ Office2007
のコースを設けて欲しい﹂との声
があります︒しかし葛飾・お花茶屋の両図書館では︑
のコースを設けよう
Office2007

引き続き現行機種を使わざるを得ないことから︑たつ
み会場で次年度より
と検討しています︒
また﹁初めてのエクセル﹂の次のステップのコース
要望が多く︑来年４月から次段階のコースを予定しま
す︒ワードに関しても現行チラシ広告を目的別コース
に移し︑新たに次段階のコースを設定する予定です︒
３．アドバイザー能力アップ研修
毎月一回ＩＴ講習会アドバイザー研修会を開催し︑
ＩＴ講習会の状況説明︑新コース説明及び簡単な勉強
会を行っていますが︑この研修会をより実り多いもの
にするため︑数ヶ月間の学習テーマとその講師を前も
って設定し︑能力アップの場にするべく検討していま
す︒事務所でも頻繁に勉強会を開き︑事務所を集い︑

期講座が

月８日〜

月６日の期間で開

■シニア情報生活アドバイザー養成講座
第

催され︑無事終了しました︒

■ようこそユニコムかつしかへ

秋山美佐子様が新たに入会されました︒今後の

ご活躍を期待します︒

■会員定例会・忘年会

月７日に定例会が行われ︑来年度の予算要求

状況や活動費規定説明や意見交換などがあり︑終

了後︑有志で忘年会が行われました︒

月７日︶

■ホームページをリニューアル︵

日︵金︶

時〜

時半

月５日︶

■かちねっと会員６００名に！︵

月

■交流教室﹁簡単額縁づくり﹂

﹁日時﹂

﹁場所﹂ユニコムかつしか事務所

または

﹁申込先﹂電話０３ ３６０４ ０４６７
で
info@kaede-style.ne.jp

﹁講師﹂秋山美佐子さん

﹁参加費﹂１︐５００円︵別途材料費３００円〜︶

１６

相談会を設け︑再度パソコン挑戦への手助けを行う︒
また多数受講されている方をお呼びして︑お話を伺い
受講者拡大の一助としたいと思っております︵本年中
にご案内し︑来年１月に実施の予定です︒
︶
現行広報紙面での受講者募集案内では︑コース内容
が読書に伝わらない︒そこで現在の原稿スペース内で
コース内容が少しでも伝わるよう広報原稿を作成し︑

１４

11

憩い︑学びの場にしたいと考えています︒

12

１１

２６
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１０
１２

８６

月５日号より実施いたしました︒
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■パソコン豆知識■
﹁ハードウェアの安全な取り外し﹂ボタンが消えてし
まうことがありますが︑そんな時には次のような対処
の方法があります︒
１． ス[タート 〜] フ[ァイル名を指定して実行 か
]
ら名前欄に左記の文字列を入力し﹁ＯＫ﹂
rundll32 shell32.dll,Control̲RunDLL hotplug.dll
２． 通常のハードウェア取り外し画面が表示されま

葛飾区西新小岩 野呂征男様
おめでとうございます︒

■今回の問題■
ワードにおいて同じ作業を続けてする時︑
ある直前
の操作を繰り返すときには︑？[ キ
]ーを使うととても
便利です︒

Ｂ＝Ｆ５

Ｃ＝Ｆ６

Ｄ＝Ｆ７

さて︑ [ の]中に入る文字︵キー︶は次のＡ・Ｂ・
Ｃ・Ｄの内どれでしょうか？
Ａ＝Ｆ４

会員以外の方も回答できます︒

アドレス ・
・

メモリー

pcq@uc-k.net

ユニコムかつしかのメンバーになってから︑半年

が過ぎました︒事務所のある立石駅には以前は年に

一度の社会保険葛飾検診センター下車駅の認識だけ

でしたが︑この半年間でだいぶ駅周辺のあちこちを

知るようになりました︒

その中で気になるのは﹁再開発反対！﹂の幟や貼

り紙が見られることです︒再開発というと短絡的で

すが︑やっぱりでっかい駅ビルや画一化した駅前広

場︑
大手の企業が入り込んだ食堂街が想像されます︒

最近メディアで紹介され出した立石商店街
︵仲見世︶

もその開発の中に呑み込まれてしまうのでしょう

か？ もったいない！

庶民の台所がそのまま目の前に現われたように︑

狭くて︑忙しなくて︑乱雑で︑そこには話しかける

のが恐いおじさんやおばさんが居て︑ごったな匂い

が充満していて︑キョロキョロしながら歩く細い通

路が続きます︒でも何か温もりが確実に存在してい

ると感じるのは私だけでしょうか︒新し物好きな日

本人は昔のものを簡単に捨ててしまう気前のよさ

︵？︶がありますが︑この辺でもっと残すべき物に

執着してもいいのではないかと思います︒

個性ある駅前商店街を存続させる事も︑葛飾区の

再開発
︵再認識︶
に繋がると思いますが如何ですか？

仲見世アーチの入口から奥を覗くと暗がりの中に

若かりし頃の父母と小学生の私が見えるのです︒

︵米島良子︶
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す︒接続中のデバイスを選択後﹇停止﹈ボタンに

日

U
S
B

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

２５

て取り外しが可能です︒
■前回の正解と当選者発表■
︻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︶する方法
は？ 次の﹁Ａ﹂と﹁Ｂ﹂に当てはまる言葉を入れて
下さい︒
﹁スタート﹂↓﹁Ａ﹂↓﹁Ｂ﹂↓﹁削除するプログ
ラムを選択﹂↓﹁変更と削除﹂
︻正解︼Ａ＝﹁コントロールパネル﹂
Ｂ＝﹁プログラムの追加と削除﹂
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︒

１２

月

日︑市民活動支援センターでコラボか

﹁コラボかつしかまつり﹂
去る
つしかまつりが開催された︒
これは葛飾区内で活動している市民活動団体が参
加して行うセンターまつりで今年が３回目︒ユニコム
かつしかは第１回目から実行委員として企画準備段階
から加わっている︒
今年は﹁発見！ひとの絆と元気かつしか﹂のキャッ
チコピーのもとに︑ ほどの団体が参加︑さまざまな

オープニング演奏：葛飾吹奏楽団ジュニアバンド

活動紹介︑イベント︑ステージ︑野外模擬店などで終

４０

ユニコムかつしかでは︑各団体紹介パネルを展示し
た２階の多目的室にブースで︑パソコン何でも相談や
ネーム入り缶バッチの作成などを行った︒ただ︑残念
なことに２階まで来る入場者がそれほど多くなく︑対

当日は産業フェアや水元公園でのフェスタなど大き

まさかこんな不況になるとは誰が想像しただろう︒

が話題の中心︑これで今年は終わりと思いきや！︑

米国の経済︵サブプライム︶が問題になり︑原油高
なイベントと重なった割に入場者数は昨年並みだった︒

底力を見せ付けよう︒昨年地域活性化を主眼にした

﹁かちねっと﹂立ち上げのニュースに喝采︒時の流

れは速いもの︑とうとう６００人の壁を突破︑すご

︵芳︶

ともかく無事に何の事故も無く終えたことに一安

発行責任者：大島 進 TEL&FAX（03）690５−８０８0

るのみ︒新しい年が待ち遠しい︒

い波が押し寄せた︒ユニコムの力を結集して前進あ

に向けて検討すべき課題も幾つかあった︒

２階への人の誘導などの工夫が足りなかったり︑来年

しかしこれで終わってなるものか︒我がユニコムの

応メンバーは手持ち無沙汰の感もあった︒

■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

年初は史上最高の景気が何時まで続くかと囁かれ︑

IT・パソコンのことならユニコムかつしかへ！

心︒参加・来場いただいた方々にこの場を借りて感謝
する次第です︒

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

日賑わった︒

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。

編集後記

会員募集中！

しかし︑１階と２階とで演奏の時間帯が重なったり︑

ユニコム開店休業？ いえいえこれは開場前。

１０

