月下旬にかけて︑ユニコムかつしかが主催または参加する

ユニコムかつしかの秋はイベントの秋！
９月末から

日に行われた地域ＳＮＳ交流会﹁
かちねっと広場

イベントが立て続けに行われた︒
皮切りは︑９月

月

日に開催︒

１４

抹茶をいただくのが立礼︒お茶の運び役は小学生︒こうした伝統文化への

また石本理事が亭主となって︑和室で立礼お茶会を開催︒椅子に座って

場でプレゼント︒子どもたちだけでなく︑大人たちにも大人気だった︒

ちの写真を撮り︑その写真入りの来年のカレンダーをパソコンで作ってその

３メートルの模型のスペースシャトルを背景に︑変身ごっこした子どもた

スを︑かつしか子ども劇場︑未来空間ぽむぽむの２団体と一緒に担当︒

ら実行委員として参加︑テーマの﹁
かつしか過去・
現在・
未来﹂
の未来スペー

これは市民活動支援センターのお祭り︒ユニコムかつしかは企画段階か

続いて﹁
コラボかつしかまつり﹂
が

市民活動支援センター﹂
で︑この模様は２面にリポート︒

３０
日〜

日には︑テクノプラザかつしかの産業フェアに出展︒
２１

を支援するためユニコムかつしかに部屋を提供してくれたもの︒かちねっと

参加者にも手伝ってもらい︑かちねっとの宣伝と勧誘のかたわら︑コラボま

つりと同様︑写真を撮ってその場で写真入りのカレンダーを作ってプレゼン

ト︒ハロウィンのお面をサービスしたり︑これまた来場者に大人気︒

こうしたサービスも功を奏してが︑足踏み気味だった会員数が︑これを

きっかけで４００人に見る間に近づいた︒

活動では人のネットワークや活動の範囲を

ユニコムかつしかの秋はイベントに彩られた秋︒参加スタッフにとってはハ
ードな面もあるが︑

広げるためにもイベントは欠かせない︒もちろん参加する喜びも大きい︒
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１０

関心も高く︑有料にもかかわらず多くの方が参加された︒
月

１９

これは滝澤相談役のご尽力で︑若手産業人会が地域ＳＮＳかちねっと

１０

かちねっと広場
市民活動支援センター
９月

日︑市民活動支援センターの集会室は︑かち

ねっとのコミュニティの展示ブースに早変わり︒
参加コミュニティは﹁イタリア好きのイタリアの楽
しみ方﹂
﹁絵本がすき﹂
﹁かつしか着物クラブ﹂
﹁葛飾写
真倶楽部﹂
﹁かつしかのホタルを育てよう﹂
﹁葛飾のん
兵衛会﹂
﹁かつしかのおいしい処﹂
﹁簡単ケーキ作り﹂
﹁迎撃東京大震災﹂﹁子育て中の女性の為のイベント作
り﹂
﹁スペイン語サロン﹂
﹁多言語であそぼ﹂
﹁多文化共

１６

生空間﹂
﹁ふらっとカフェ﹂
﹁みんなでお料理しましょ
︒

ィサイト﹂と︑ユーモアを交えて講演︒

続いてのパネルディスカッションは︑庄司さんの

コーディネートのもとに︑和崎さん︑ユニコムかつ

展示物の花や着物などが︑殺風景な集会室を華やか

前島早苗︵プリン︶さんの６人が︑かちねっとの現

寛子︵かんこ︶さん︑伊藤みどり︵チョロ︶さん︑
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in

う！﹂
﹁我が家の箱庭﹂の

しかの大島進代表︵暇田老︶
︑葛飾区地域振興課の松

に彩った︒来場者は各ブースを回ったり︑中央のテー

状と将来について語り合った︒

本重人係長︵きたないネコ︶
︑利用者を代表して石川

ブルでお茶やお酒などを飲みながら歓談︒ネット上で

言に︑人と人との交流の輪が広がり︑新たな地域の活

出席者の皆さんの︑それぞれ思いのこもった熱い発
フォーラムの基調講演のために来ていただいたイ

動が生まれてくる︑そんな期待や予感を感じさせる

しか知らなかった同士が対面︑和やかな雰囲気︒
ンフォミーム︵株︶代表取締役の和崎宏︵ハンドルネ

パネルディスカッションだった︒

こうしたイベントがきっかけになって︑かちねっとの

ームこたつねこ︶さんや︑同コーディネーター役の庄
司昌彦国際大学研究員︵ショージ︶も﹁葛飾らしい特
徴が出たいい集い﹂と感心しながらお仲間に︒

きっと生まれる︒そのためにもこのような交流会を︑

参加者が増えていけば︑新しいかたちのコミュニティが
大会議室のフォーラムでは︑和崎さんは﹁地域ＳＮ

利用者の皆さんと一緒になってまた企画したいと思っ
ている︒

世紀の井戸端会議の場︒時間的︑場所的な制約

Ｓは

を超えた情報交流空間︒しかも顔が見えるコミュニテ

２１

３０

■前回の︻
問題︼
■
デジカメで撮った複数の画像ファイルをメールに添付
して送る場合︑容量が大きくなってしまうことがありま
す︒圧縮してもファイルの容量にあまり変化がない場合
は︑画像サイズを小さくして送るのも一つの手です︒
その際︑複数の画像を一括で縮小してメールに添付で
きる便利な方法があります︒
さて︑その便利な方法とは次のうちどれでしょう？
を
s 付ける﹂

１﹁
ファイルとフォルダのタスク内のメニューを使う﹂
２﹁
ファイル名の先頭に small
を表す
３﹁
ファイルを分割する﹂

メモリを差し上げます︒

茨城県結城市の日高様︑柴又の長谷川様︒

■今回の問題■
会社で販売説明会行います︒顧客に案内メールを送
らなきゃ︒でも︑一人ずつ送るのは大変！ できれば
一度に送りたいのだけど︒
さあ︑みなさんならどうしますか？？
１ みんなに分かるように﹇ CC
﹈で送る
２ お互いに分からない﹇ BCC
﹈で送る
３ 連絡網を使って︑ひとりに送ればよい

わずかな時間でも﹁待てない人﹂が増えていると
のこと︒

インターネットを始めとする技術革新により︑生

活の利便性が増したことで︑みんな﹁待つ﹂ことを

しなくなっているらしい︒バスの位置を知らせるサ

ービス︑ネット販売での配送状況サービス︑切符を

買う手間が省けるⅠＣカード乗車券︑待合せも携帯

電話で連絡が取れるから待つ必要がないなど︑様々

なことが何でもリアルタイムに可能になったことで︑

生活の全ての面で待つことがなくなっている︒

シニアド養成講座を終了し︑パソコンの活用を始め

確かに︑私も今の活動を始めた２年前︑ちょうど
会員以外の方も回答できます︒

ディスク︵ HDD
︶が磁気的に記録するのに比べ︑メモ
リは半導体素子を使って電気的に記録するので︑読み

︵鈴木健夫︶

に︑ふっとそんなことを考える今日この頃です︒

て︑受講者を教えることが出来ればと⁚︑秋の夜長

持つ︑豊かな心を持つ︑何時もそんな気持ちを持っ

が失われていくのかもしれません︒小さなゆとりを

の弊害もある︒効率ばかりを優先すると心のゆとり

社会の進歩は悪いことではないが便利になる中で

待つ時間を楽しむゆとりを忘れていた︒

何も考えず利便性だけを追い求めて来たように思う︑

たばかりの頃は今を想像できない︑私もこれまでは
メモリーをプレゼン

左記アドレスまでメールにてお送りください︒正解者

日

の中から抽選で２名様に
トいたします︒
〆切り９月

■正解と解説■
正解は︑１です︒

アドレス ・
・

pcq@uc-k.net

エクスプレスの画面になるので宛先を入れ︑本文︵余

書きの速度が速いという特徴があります︒

ータの処理スピードは飛躍的に向上しました︒

計な文字は削除︶を入力して送信︒完了︒

■パソコン豆知識 メモリ︵ memory
︶
データを記録・保存するための媒体の一つ︒ハード

メールで送りたい写真をフォルダから選択する↓
画像のタスク↓﹁選択した項目を電子メールで送信す
る﹂をクリック↓﹁電子メール経由でのイメージの送
信﹂画面で︑
﹁イメージをすべて小さくする﹂にチェッ

U
S
B

この特徴を利用し︑ HDD
に記録されたデータを一
度メモリに読み込んで処理することにより︑コンピュ

クを入れ↓﹁ＯＫ﹂をクリックすると︑アウトルック

３０
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B
■正解者■
正解者多数の中から抽選により次の２名の方に

U
S

﹁
かつしか地域づくりネット
参加者講習会﹂
地域ＳＮＳ﹁かつしか地域づくりネット﹂は︑昨年︑
ＮＰＯ法人ユニコムかつしかが︑葛飾区と市民活動団
体との協働事業制度で提案して実現した事業です︒
今年５月から試験運用を開始した﹁かつしか地域づ
くりネットは︑通称﹁かちねっと﹂として６月１日に
正式にスタートしました︒
﹁かちねっと﹂というネーミングは︑葛飾の人と人と
の繋がりを大切にする価値あるネットにしたいという
企画・運営スタッフの思いから名付けられました︒
かちねっとは︑安全で信頼できるサイトとするため

■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
■かつしか地域づくりネット（かちねっと）の構築・運営

今まで︑自己流でやっていた方も講習会に参加する
と︑こんな事もあんな事もできるんだ！と改めて気が
つかれると思います︒
また︑講習会はお互いのハンドルネームの紹介から
始まり︑
和気藹々とした雰囲気で行われます︒
そして︑
ネット上でしか知らなかった人との︑リアルな結びつ
きが生まれる場になって行きます︒
私もかちねっとに参加し︑また講習会をお手伝いす
ることで︑ずいぶんトモダチの輪が広がり︑とても楽
しく嬉しく思っています︒
かちねっとはとても奥が深く︑また発展途上の仕組
みですから新しい機能追加も多く︑私たちスタッフも
日々勉強になる講習会です︒
是非とも多くの方に講習会に参加して頂き︑かちね
っとを思いっきり活用して頂きたいと思います︒
︵角川暁子︶

IT・パソコンのことならユニコムかつしかへ！

是非積極的な参加をお願いします︒
︵志︶

は︑会員の総力を結集しなければ乗り切れません︒

でも︑責任の大きさも痛感します︒これだけの事業

十分でなかった方も︑
力を発揮する機会ができます︒

そうです︒これまで︑先輩たちの後ろで活動の場が

倍増し︑３事業併せて１千万円を越える規模になり

決定と議会の承認を待つばかりです︒ＩＴ講座数も

る葛飾百科です︒現在予算要求の提出を終え︑区の

ねっとに加え︑暮らしを彩るＩＴ講習会と区民が作

働事業を行うことになります︒今年から継続のかち

ユニコムかつしかは︑来年度から３つの区との協

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。

発行責任者：大島 進 TEL&FAX（03）3690−5670
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に会員制・招待制をとっていますが︑葛飾区に在勤・
在住・在学の方だけでなく︑葛飾区に思い入れのある
方ならどなたでも無料で参加する事ができます︒
スタート時の会員数は約１３０人でしたが︑今では
ほぼ４００人に増えています︒
ユニコムかつしかでは︑かちねっとをより多くの方
に使いこなして頂く為に︑毎月参加者のための講習会
日号で募集するほか︑かちね

を開催しています︒ 受講料はテキスト代のみの千円︒
毎月︑広報かつしかの

会員募集中！
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にご指導しています︒

モダチの増やし方︑コミュニティの作り方などを丁寧

ブログの書き方︑画像や地図の挿入の仕方を初め︑ト

講習会では︑
ログインページやホームページの見方︑

っとにも案内が掲載されます︒

１５

