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大島 進

実力を高め、新しいことにも挑戦

代表理事

新年明けましておめでとうございます。

ユニコムかつしかは昨年十一月ＮＰＯ法人として再出発しました。

今年二〇〇七年は、ユニコムかつしかが地域のニーズに名実ともに

応えられるＮＰＯ組織として成長するため、さらに実力を高めると同

時に、新しい活動にも挑戦する年にしたいと考えています。

そのために組織として取り組むべき課題を、三つだけ挙げます。

一 自分たちが「したいこと」ではなく、地域の人たちが「して欲

しいこと」の視点で日常の活動を改善・充実させ、講習会などの利用

者の方々により満足して頂くよう実践すること。

二 地域に根ざす団体として、地域のニーズを充たすための企画提

案を、他団体や企業や行政などとの連携も視野にいれながら、対外的
にも積極的に行っていくこと。

三 公的な団体としての管理運営が安定的に行えるよう、計画・実

施・評価・改善のサイクルに基づく組織運営体制を整備すること。

これら三つの課題に、役員一同、積極的に取り組みたいと思います

ので、会員や関係者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

また、今年は葛飾区の一部の公共施設の運営民営化検討がより具体
的に動き始めます。

これは、誰もが自由に交流する地域コミュニティづくりを目ざすユ

ニコムかつしかにとって、目標実現に近づく大きな機会でもありま
す。

新しい年、実力を高めると同時に新しいことにも挑戦しましょう！
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「
パソボラかつしか」

程度認知されているので、どこかからの紹介でサ
ポート依頼が来ることもあります。

ない状態になってしまいます。必ずしも難しいサ

害者には、何がどうなっているかまったくわから

ん動かなくなると音声が出なくなるので、視覚障

動かなくなることが多いのです。さらに、いった

ますが、音声ソフトを使うと、通常のＰＣよりも

視覚障害者は音声に頼ったパソコン利用をしてい

加 。その中 の一 人 、結城 市在 住の日高 さんに体験 記

信しよう」と集まった。ユニコムかつしかから六名が参

魅力的な人・もの・
こと・
を掘り起こして広く紹介・
発

に」をキャッチフレーズに、受講者約三十名が「
地域の

に開 催 された。「情 報 の受 け手 から送 り手 ・発 信 者

主催で九月二十四日よ り十二月十七日 の毎日曜日

ミニコミ誌編集者養成講座が葛飾区高齢者支援課

「
ミニコミ誌編集者養成講座」

ポートをしてあげる必要はありません。代わりに

を投稿してもらいました。

なぜ、視覚障害者からの依頼が多いかというと、

状況を見てあげて、メーカーやプロバイダーへの
問い合わせをしてあげるだけでも助かります。
特に活動を限定しているわけではありませんが、

受｢講体験記 ｣
日高 美知子
第二回目講座では地域雑誌編集の魅力「谷根千こ

ボランティア・スピリットに 満ち溢れる会にな

ユニコムかつしかやＰＣＣ葛飾など、様々な活動

と外から転勤で来られた方とで取材活動を始め、二

って行きたいという願いの下にたとえ障害があっ

てきたので、あまり多くのことをする必要がなく

十数年続いている話や、その間の生活状況、取材秘話、

ぼれ話し」講師の山崎さんの話の中でその街出身の方

と時間に余裕がなくても、ほんの少しの努力があ

なってきたという感じです。
（いい傾向ですね。
）

経済状態など編集裏話に引き込まれてしまいました。

をしてくれている団体が葛飾区にはたくさんでき

ればパソコンが出来るようになれる。そんなネッ

人のネットワークとして、ユニコムかつしかと

たとしても、高齢者であっても、主婦として金銭

トワークを構築するという願いをもって１９９９

（特に視覚障害者からの依頼が多い）がパソコン

ートの依頼を行うバーチャルな組織です。障害者

ていません。メーリングリストで情報交換やサポ

「パソボラかつしか」は、特に活動拠点は持っ

宅してすぐに確かめましたが、ほぼ同じでした。講座

は写 真 の枚 数 も異なることがあ るとの話でした。帰

城市で配布された新聞とを比較、都市版と地方版で

持ちましたので、当日の新聞記事東京版の原版と結

クニック、失 敗談など盛沢 山の取材裏 話 にも興味 を

また読売 新聞記 者 の森重 さんの、記事 の書 き方 、テ

を使っているときに、トラブルに遭遇して動かな

を受講し終えた今 、この成 果 を自分 の生 きがいさが

もつながっていきたいと思っています。

くなったりしたときなどに、自宅へ訪問して対応

しに活 かそう と、自 分 に言 い聞 かせている此 の頃 で

年４月に「パソボラかつしか」は生まれました。

してあげることが中心的な活動です。サポートの

す。

（
注）
文中「
谷根千」
とは谷中、根津、千駄木、地区の意

依頼はホームページから受け付けるようになって
いますが、ボランティア団体や自治体等からある
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の協力で「中小企業や起業予定者が実
際役に立つような講座」を作成し、配

有言実行・無言実行・有言不実行・無言不実

を有し、文部科学大臣賞を受賞した

の当時ですら全国で９万名の受講生

配信と受講生管理に当たってはぞ

団体での行動には「有言実行」タイプでない

だけは好ましくないであった。

よく注意された言葉が「無言不実行」のタイプ

よくてどのタイプが悪いとは断定できないが、

法人

「富山インターネット市民塾」の全面

と、仲間を引っ張っていくことが難しい。女子

大学」

事の発端は２００２年３月３日に、開催され

的ご協力を頂きました。

バレーボール大松監督の「黙って俺についてこ

「
東京

た「タウンミーティング・イン・葛飾」でした。

これをきっかけに平成

い」の「無言実行」タイプは過去のものとなり、

行と人それぞれのタイプがある。どのタイプが

「これからは知力の時代」と言われる中、人口

１５年４月にＮＰＯ東京

現代に於いては「有言実行」タイプでないと、

信しました。

約２８０万人を有する下町城東地区には「殆ど

ｅ大学を設立。その後「中

指導者（管理者）には向いていないと思われる

て乏しいという大きな壁が立

誘致は、財源上実現性が極め

目した私たちでしたが、大学

大学が無い」という状況に着

小企業やＮＰＯのお役に

ちはだかりました。

して頂ける方、あるいはスクーリン

０名。ここで講座を開講

登録生は現在約１，００

ごとと思って軽く聞き流している。

信あると豪語される方もいるが、虚言者のたわ

の判断をするものなのか？ 何事も１００％自

と感じる。自信とは何を基準に「ある・なし」

がないと、簡単には「有言実行」宣言は難しい

グに参加される方はＮＰＯ東京ｅ

「東京ｅ大学」の受講

しかし、何事もそれ相応の知識に基づく自信

時代になっている。

「ならば自分達の気概と力
で作ってしまおう！」という
大学という学びの場

ことで、インターネット上に
東京
設立母体は「ＮＰＯ葛飾区
若手産業人会（現かつしか若

座の提供や、中小企業ネットワーク

ては、東京ｅ大学受講生への各種講

ユニコムかつしかとの連携とし

意見を言わずに黙ってしまい「暗黙の了解」の

時もあるが、争いをしたくない性格から敢えて

言・行動には私の意見も聞いてくれと言いたい

と 認め ざる を得 ない が、「自 分が一 番」 的な 発

特にシニアは長年培った経験から「人格者」

からの受発注情報の提供や人材紹介などが考え

誤解を与えていることがあるのを反省している

大学のメンバーになれます。

最初に取り組んだのが「城東ブロードバンド

られます。「楽しく役に立つ学びの場づくり」

が、これが人間関係の一番難しいところである。

手産業人会）。葛飾の地域と

ビジネス塾」という「良くある パワーポイント

を今後とも色々な皆様とのかかわりで進めてい

するエキスパート集団です。

ＰＯで数々のイベントを遂行

セミナーをそのままネットでパソコンの画面を

きたいと思います。

です。

（矢野 清彦）

相手も自分も傷つかない方程式があれば最高

通じて見せる」という仕掛けで、多摩大学の斉

産業の活性化を目的としたＮ

験を繰り返しております。

立つｅラーニング」の実

N
P
O

藤裕美教授、千葉商科大学の工藤剛冶先生など
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を作ることしました。

e

たつみ敬老館のパソコン事業は西新小岩の敬老
館で、区民（特にシニア）対象にパソコンを初歩
から中級までを、完全に一対一の形で教える講座
です。

ら指導技術の向上を目指しております。
また他のワーキンググループとの交流も増やし
ながら、多くの会員の皆様に参加して頂き、
「ユニ
コムかつしか」のＰＣ事業の基盤を充実させ、発
展に寄与できればと願っています。

総務部より

新しい年がスタートしました。今年も総務から

のお知らせをこの欄に掲載していきますのでよろ

しくお願いします。

隔月に開催されている定例会を今回は懇談会形

隣の部屋から碁や将棋をしている人達の話声が

結構です。この機会に理事さんや会員の皆さんと

っている事や、忌憚の無い意見、提案等なんでも

台

話が前に戻りますが、平成十五年の当ＰＣ教室
開 設 当 時 は 敬老 館 の ロビ ー に 長 い机 を 置 き

業で、
「ユニコムかつしか」の前身の「葛飾ＩＴク

入ってきたりする有様で学習環境としては貧弱な

一緒に話し合ってみませんか。話しているうちに

式で行いたいと思います。皆さんが普段疑問に思

ラブ」に平成十五年、区の高齢者支援課から声を

ものでした。このようなところを、玉木会員が区

とてもいい案に発展する可能性もあると思います。

のパソコンを並べて指導を始めたものでした。

かけられて始まり、初めて地域社会へ参加するこ

の関係職員の方との地道な交渉に尽力され、今の

これは区の高齢者支援課から委託されている事

とになった事業です。

ご確認ください。

（洙田）
授業風景

ですので、これからもよろしくお願いします。
（芳）

一層発展すべく、日夜取材活動を展開するつもり

る次第です。これを機会に「ユニコム通信」も尚

編集員もこの快挙にもろ手を挙げて、喜んでい

り、漸く正規活動を展開することになりました。

わたって開設準備をしてきた法人認証も許可が下

皆様ご存知のように、わがユニコムも約半年に

つのが早く感じますね。

もう「おめでとうございます」となり、月日の経

つい先頃「暑いですね」と挨拶していたのに、

編集後記

沢山の方のご出席をお願い致します。

動報告も予定しています。

ワーキンググループ、事業担当者の方からの活

れたことを一言申し添えます。

たつみ敬老館ＰＣ教室の発展の基盤整備に尽くさ

今、実施されているパソコン講座は火曜日が初
級水曜日がなんでも相談、木曜日と金曜日が基本

※ たつみ敬老館のパソコン教室はじめ区内で

名といっ

のきといった内容です。受講者も定員

実施されているパソコン教室の案内は、毎月「広

名ついて

た こ じ ん ま りと し た 教室 に 講 師 陣も
います。ですから受講者の上達も早く、毎回、講
座終了時の感想を聞くと好評です。
講師陣はＳＩＴＡ（シニアＩＴアドバイザー）
やシニアド（シニア情報生活アドバイザー）の指
導者資格を取得した当会員が講座の実施に当たっ
ています。
平成十五年の開設当初から比べるとパソコン指
導のための教室環境や視聴覚教具などが飛躍的に
整備され、効率よく指導が展開されています。
現在、たつみワーキンググループは伊藤会員を
中心に講座運営を行い、来期に向かっての更なる
充実を図ろうと、講師間の学習会などを行いなが

報かつしか」に掲載されておりますので、それで
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