かつしか地域づくりネットワークとは？

人と人のつながり「絆」が地域を明るく豊かにさせる！

万人の区民が住む巨大地域「かつしか」
。

そのうちあなたはこれまで、どれだけの人と逢うことが出来てお話
をされたことでしょうか？

団塊シニアの大量退職。地域の子どもたちの安全確保。独居高齢者

の孤独死。来るべき東京大震災への備えなどなど ････
。こうした様々
な問題に対応していくためには、
「地域・地元の人とのつながり」す

法人ユニコムかつしか」は葛飾区とともに、
「人

なわち「絆」が、これからますます大切になります。
そんな中、
「

「かつしか」の財産は「

万人の区民」そのものです。

地図などを使って、他の参加者と自由に交流することができます。

「かちねっと」に参加すると、日記、メール、掲示板、カレンダー、

るコミュニケーションを行うサイトです。

き、葛飾区内の各地域活動や、各種市民活動、趣味、文化などに関す

このネットワークは、知人・友人を介した安心した人間関係に基づ

には６月１日より）

ターネットに開設しました。
（仮オープン２００７年５月７日、正式

りネット」
（
「かちねっと：仮称、以下「かちねっと」と表記）をイン

や市民活動を充実させて行く場として、このたび「かつしか地域づく

と人のつながり」を活発にし「かつしか」の明るい豊かなまちづくり
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ます。

めに、一人でも多くの方々のご参加・ご利用・ご勧誘をお待ちしてい

コミュニティーを育くみ、それぞれの生きがいや夢を実現して行くた

その人々の中に眠れる様々な情報をネットでつなぎ、安心・安全な
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用出来るようになります。
●Ｑ）既存メンバーに知人が居ないので招待されない

プロフィールの公開・非公開が選択できます。安心

してご利用下さい。

また、皆様の個人情報は大切に保管いたします。

Ａ）トップページの「新規ユーザ登録」から入った

●Ｑ）既存の大手ＳＮＳ（ mixi
など）とどう違うの

詳しくはプライバシーポリシーをお読みください。

ご隠居「これはこれは、町内の色男、熊さんと八っあ

あと、
「参加・講習会お申込み」フォームに、お名前、

ですか？

のですがどうしたら良いのですか？

んではないか。今日はまた二人揃って何の用じゃ？」

ご住所、メールアドレス、電話番号などをご入力し、

熊・八「ちわ～。ご隠居」

熊「実は近頃、うちのもこいつのカミさんも、ミクシ

皆様の参加をお待ちしています！

加しました。

に納得、すぐに「かちねっと」に参

熊さんと八っあん、ご隠居の答え

なたでも、ご参加できます。

区に興味をお持ちの方、つまりは紹介者があればど

Ａ）葛飾区在住在勤。出身（元区民）その他葛飾

か？

●Ｑ）今は葛飾区民でないのですが参加できます

の特徴があります。

ダーが連動できる、外部ブログと連動ができるなど

きる、ブログや掲示板への書き込みと地図やカレン

また、機能的には、メッセージにファイル添付で

性が保たれます。

の際に協力して解決に当たって頂くことにより信頼

と」は安心です。また紹介者が後見人的にトラブル

その点「知人招待制・実名登録制」の「かちねっ

身元も不明で不安な部分もあります。

Ａ）
大手ＳＮＳには大勢の人が参加している反面、

事務局宛てにお送り下さい。

）利用にあたって特に注意することは何ですか？

Ａ）参加された皆様が安心して気持ち良く交流でき

●

が紹介者となりご登録させて頂きます。

担当者から電話で確認をさせて頂いたあと、事務局

ィとやらにハマっちまって。おれたちのことなんぞか
まっちゃいられるかっ、てなあんばいで」
八「そうなんで。ソーシャルネットワーキングサイト
とか何とか、生意気に横文字など使いやがって」
熊「そうそう、ソーシャレ何とかかんとか ････
シャレ

る場とするために、ぜひ他の方への思いやりを持って

にもならん」
隠「カミさんたちもやってなさるか、ミクシィを。何

ご利用ください。
他人に迷惑を掛ける行為などが発見された場合登録

しろ１千万人にもなろうって人気だからね。でも、大
きいことはいいことだ、なんてものでもないしな。

を取り消しさせて頂くこともありますので、ご注意願
います。迷惑となる内容の詳細は利用規約をご覧くだ

で、葛飾にもソーシャルネットワーキングサイトが
できるんじゃが、知ってるかい？」

さい。

に提供して下さいね。

いておりません。その分あなたの素敵な情報をネット

区の協働で運営されており、参加者からは参加費を頂

Ａ）いずれも無料です。このネットはＮＰＯと葛飾

●Ｑ）登録・利用料金は幾らですか？

八「へ～っ！ そんなものができるんですかい？」
てなわけで、熊さん・八っあんとご隠居の「かちね
っとＱ＆Ａ」が始まりました。

●Ｑ）どうしたら参加・加入できるのですか？
Ａ）基本的に「既存の登録メンバーの紹介」を必要

Ａ）
「かちねっと」は「実名登録制」ですが、その内

●Ｑ）プライバシーは大丈夫なの？

されているＵＲＬをクリックし、プロフィールを登録

容は事務局のみが知るだけです。本人のご希望により

とします。既存メンバーからの「招待メール」に記載
することで新メンバーになれ、多くのサービスがご利
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「ファイルとフォルダ」
プログラムやデータはファイルという単位で保存
されます。
では、ファイルは「フォルダ」という入
Windows
れ物に入れて整理、
管理ができるようになっています。
パソコンの中は、た～くさんのファイルが保存され
ていて、そのままだと探すのもタイヘン。だから、フ
ォルダで整理してあるんです。
書類を分類してバインダに綴っているようなもの

も変更できます。
名前を変更したいフォルダを選択し（クリックして
反転色にする）
、キーボードから「Ｆ２」キーを押しま
す。
または、フォルダで右クリックしてショートカット
メニューの中の「名前の変更」をクリックします。
フォルダの中なら、ファイルとフォルダのタスクか
ら「このフォルダの名前を変更する」をクリックして

皆さまお久し振りです。

一月十七日に十万人に一人という脊髄腫瘍
（良性）

の手術をしました。手術は成功でしたが、八時間弱

かかりました。

実は、昨年十月末に肩から首、こめかみにかけて

攣れるような痛みがあり、昼間は同じ姿勢を数分し

時は病院の鎮痛剤で四～五日で治ったのですが、一

も良いです。
気をつけてほしいのは、フォルダを削除するとフォ

ヵ月後に又同じ症状が起り、脳神経外科病院を受診

か保てず、夜も殆ど眠れない日がありました。その
ルダの中に入っているファイルもすべて削除されると

して首部分のＭＲＩを撮りました。

その結果、延髄近くの脊髄にはっきりと影が写っ

いうことです。また、ごみ箱の中のフォルダを「この
項目を元に戻す」で、復元すると、その中のファイル

ていました。医師曰く「大抵の患者は何も写ってい

（長谷川 美江子）
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ですね。

も復元されます。

ないので加齢の為と言うのですが、
あなたの場合は、

フォルダは必要に応じて幾つも作ることができる
し、名前も自由につけることができます。フォルダの

ています。

で、そろそろユニコムの活動にも復帰したいと思っ

大手術でしたが、今は元の生活に戻っていますの

を決断しました。

ないので早めの手術を勧めます」と言われ即、手術

経てこうなったのでしょう。いつどうなるか分から

に、こんなに元気なのは信じられない。長い年月を

病院を紹介され、そこの医師に「腫瘍が大きいの

んでした。

医師の診断にショックを受け、暫くは言葉がでませ

生まれてこの方、お産以外に入院した事の無い私は

中にフォルダを作ることもでき、これをサブフォルダ
でフォルダを開いて、その中にあるサブ
Windows
フォルダを開こうと思います。このとき、元のフォ
ルダを閉じずに、元のフォルダとサブフォルダを並
べて表示するにはどうすればよいでしょうか。

メモリ
ーをプレゼントいたします。
（〆切り五月三十一日）
アドレス： pcq@uc-k.net

い。正解者の中から抽選で１名様に

解答は左記アドレスまでメールにてお送りくださ

１ )サブフォルダをトリプルクリックする
２ ) [Ctrl]
キーを押しながらサブフォルダを開く
３ )サブフォルダをデスクトップに、ドラッグ＆ド
ロップする

ここにはっきりと… 、･これは手術しなければ、最悪
の場合は首から下が動かなくなりますよ」でした。

といいます。ですので、大分類、中分類、小分類とい
った区分けができるんです。
フォルダがタンスだとすれば、中のいくつもの引き
出しがサブフォルダ。その引き出しを箱なんかでまた
分けることもできる ････
というわけです。
フォルダの作り方は「ファイルとフォルダのタス
ク」から「新しいフォルダを作成する」
（または作りた
い場所＝デスクトップやフォルダの中＝で右クリック
して、ショートカットメニューから「新規作成」→「フ
ォルダ」
）でできます。
フォルダの名前は作るときにつけますが、後からで
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「
暮らしを彩る
講習会」
葛飾図書館学習会
年を重ねただけでは人は老いない。
理想を失うときに初めて老いが来る。
ご存知サミエル・ウルマンの『青春』という詩の一
節です。
私はこの詩を我々シニアに対する応援歌だと解釈
しています。
さて私達は、葛飾図書館において「暮らしを彩る
講習会」の受講者および受講修了者を対象に学習会

I

を開催しています。
学習会は、講習会だけでは理解が十分でない人のた
めのフォローアップや予習、復習のために、昨年八月
高木氏と五十嵐氏が大島代表、諏訪監事などと相談の
上で立ち上げました。以来最終金曜日を除く毎週金曜
日の午後開いてきました。受講生や私達の中に仕事を
持っている人もいて「土曜日のほうが出席し易い」と
いう声があり、五月からは土曜日に変更することにな
りました。
メンバーは現在、約十五人。受講料は無料。全員ボ
ランティアです。基本は自習です。手を挙げて質問す
る受講者に答え、アドバイスします。結果的にはマン
ツーマン指導のようになることも多く、喜ばれていま
す。
昨年度は合計二十三回開催し、延べ参加者は約百七
十名、一回平均七・四名となっています。

■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
■地域 SNS～かつしか地域づくりネットの構築・運営

臓移植を受けた七十歳代の女性がワードで作る「旅行
案内」
・
「楽しくお料理」などを何度も何度も納得する
まで復習し、学ぶ姿でした。
私はその都度、自分も力をもらったような気がしま
した。そして前掲の詩を思い出すのです。
交通費も自己負担ということでいつまで続けられる
か、講座とは関係ないマンツーマン指導の希望などを
どうするか、今後の課題もありますが、是非長く続け
たいと思っています。
（大島 滋雄）

IT・パソコンのことならユニコムかつしかへ！

まずは参加！

（芳）

い、利用方法色々考えて新しい世界に挑戦しよう。

積極的に利用して余暇を楽しもう。一人だけではな

ス」が区協同事業で始まる。ネットの上で仲間作り

六月に「葛飾ソーシャル・ネットワーク・サービ

はないか。

信・同趣味仲間・日記その他造りに利用できるもの

大人の遊具「パソコン」と向かいあった。情報発

時間が出来た「何したら」と頭に閃いた。

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
レッスンやトラブルの診断・解決が一般１時間３０００円、会員２０００
円など、割引料金になります。
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学習会風景
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なかでも私の目を引いたのが、八十歳代の女性や腎

会員募集中！

発行責任者：大島 進 TEL&FAX（03）3690－5670
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