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パソコン教室受講生の地域への広がり
2001 年 3 月より始まったパソコン教室

会場に近いことで、大庄地区・武庫地区を

は、大庄地区稲葉荘にある身体障害者福祉

会わせると５割となります。やはり障害者に

会館を会場として、2004 年 8 月までに、

は自宅から近い会場こそが行きやすい場所で

延べ 120 回、延べ受講生 479 名になりまし

あります。

た。繰り返し受講される方、初級から中級

最近は公民館などもかなりバリアフリー化

へ進まれる方がありまして、私達のパソコ

されてきました。現在、購入資金の確保がで

ン教室を修了された障害者の仲間は 76 名

き次第、ノートパソコン５台を用意し、各地

でした。

区公民館などで障害者の教室を開くことを計

その 76 名の地区分布はつぎのようです。
地区
武庫地区
立花地区
園田地区
小田地区
本庁地区
大庄地区
合計

受講者数
15
8
13
4
11
25
76

割合
20%
11%
17%
5%
14%
33%

画しています。パソコンを学びたいと願って
いる仲間に、その教室を１日でも早く届けた
いと思っています。
さらに各地区に広がる、受講生の人脈は、
地域作りをしていく上の大きな力となる可能
性を持っています。
各地区で障害者に限らず、高齢者・こども
たち、お母さん方のパソコン教室を開く時、
障害者仲間である受講生から講師が出ても不
思議ではありません。
現在すすめられている地域コミュニティづ
くりは、小学校の空き教室、公民館の新しい
運営、市場の空き店舗などを拠点として展開
するこころみがいくつもなされています。
私達も加わった情報発信・受信センター
として、パソコン教室も運営されていくよ
うな道筋を考えていきましょう。
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第２期のパソコン教室５つが始まります
９月中旬より、５つのパソコン教室が始まります。
市内の障害者のみなさんへこのお誘いが届きますよう願って、案内を掲載します。
お仲間の皆さんが「パソコンを習いたいけど、わたしにもできるだろうか」と思っ
ておられたら、ぜひすすめてあげてくれませんか。
障害者が、情報格差の谷間に落とされないためにも、力を合わせましょう。
事業の名称：障害者パソコン教室

年賀状など印刷したことがあるという方

後援：尼崎市

を対象に、ワープロ文書のみやすいレイア

主催：ＮＰＯ法人

ウト、表の作り方、デジカメ画像の文書や

障害者情報ネットワーク尼崎

ハガキへの貼り付けかた、画像の調整方法
など、ワープロ技術の中級を教えます。

（１）パソコン入門教室
９月２０日より、週１回月曜日

（４）聴覚障害者コンピュータ教室

２時～４時、計８回

９月１９日より、週１回日曜日

受講料 ６０００円

２時～４時、計８回

パソコンを扱ったことのない方を対象に、

受講料 ６０００円

全くの入門から教えます。この講座を受け

手話通訳者を介して講習をします。

てから、パソコンを購入してもおそくあり

パソコン初級から中級まで、個々に応じ

ません。マウスの使い方からワープロ入力

て教えます。

までを８回に分けて教えます。
（５）視覚障害者コンピュータ教室
（２）パソコン初級教室

９月１４日より、週１回火曜日

９月１０日より、週１回金曜日

１時半～３時半、計４回

２時～４時、計８回

受講料 ３０００円

受講料 ６０００円
マウスの使い方ぐらいは分かるが、まだ
年賀状など印刷したことがないという初心

音声装置のついたパソコンを使います。
キーボードの配列を覚える過程から、
ワープロ初歩まで、
個々に応じて教えます。

者が対象です。
ワープロの基礎から始めて、
年賀ハガキの作成・印刷が出来るまで。ペ
イントなどのお絵かきソフトも学習します。

場所：尼崎市立身体障害者福祉会館
稲葉荘３丁目 9－26
電話 06-6419-0030

（３）ワープロ中級教室
週１回土曜日、２時～４時、計８回

申し込み方法：

受講料 ６０００円

電話で 6418-2120

現在、希望者を募集中です。

ファックスで 6418-1342
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＜毎日新聞にパソコン教室の記事が載りました＞

ＫＳＫＰ（明日のために No.３） 第三種郵便物認可 通巻 6538 号 2004 年 9 月 13 日発行 （４）

ＮＰＯについて関心のある市民や、将来、ＮＰＯ法人の設立を考えている市民向
けの講座を実施します。 いま、市内のさまざまな地域で活動しているＮＰＯ法人
から、
設立の経緯や現在の活動状況など、
ＮＰＯ活動の実際を話していただいたり、
これから期待されるＮＰＯ像やＮＰＯ法人を設立するための各種の手続きなどにつ
いて学ぶ、実務に即した講座です。

●

第１回講座

尼崎市のいろいろなＮＰＯ ●

日時 9/25（土）１:00～4:00

「高齢者福祉」ＮＰＯ法人ＷＡＣゆずり葉
・・・立花町を拠点に高齢者支援と世代交流を展開中です。
「障害者福祉」ＮＰＯ法人あまーち
・・・心身障害児・者が地域で生活できるよう作業所や生活支援を。
「まちづくり」ＮＰＯ法人在宅福祉支援グループ・コスモス
・・・住みなれたまちに安心して生活できるまちづくりをめざしています。
「地域活動」ＮＰＯ法人まちづくりあいあい
・・・多彩な人材で多様なまちづくり活動を実践しています。
「こどもの健全育成」ＮＰＯ法人グリーンプラネットあまがさき
・・・野外活動を通じた体験学習・環境教育などを子どもといっしょに活動しています。
●

第２回講座 こんなＮＰＯが期待されています ●

日時 10/30（土）１:00～4:00

尼崎市協働参画課
・・・市民と協働の取組を目指します。行政としてＮＰＯにこんなことを期待します。
ＮＰＯ法人シンフォニー
・・・９年間市民公益事業を支援しています。そこから見えてきたもの。
ＮＰＯ法人ＡＳＵネット
・・・技術を生かして。バリアフリーの高齢者・障害者向け家具作りなど。
ＮＰＯ法人フードバンク関西
・・・スーパーなどから余剰食品の提供を受け阪神間の必要な施設へ届ける。

●

第３回講座 ＮＰＯ設立の実務を学ぶ ●

日時 11/27（土）１:00～4:00

ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼崎
・・・設立から認証にたどり着くまでの実務を資料と共に詳しく。
ＮＰＯ法人アップストリーム障がい者支援センター
・・・認証されてからが本番。ＮＰＯの精神を忘れず。
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ＮＰＯ法人夢・アシスト・Kansai
・・・ＮＰＯ法人の財務、会計など留意する点を専門家の立場から。

◆いずれも場所は、中央図書館１階セミナー室です。資料代 500 円（各回）◆

尼崎市中央図書館
主催：ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼崎
協力：ＮＰＯ法人愛逢
ＮＰＯ法人アップストリーム障がい者支援センター
ＮＰＯ法人あまーち
ＮＰＯ法人ＡＳＵネット
ＮＰＯ法人グリーンプラネットあまがさき
ＮＰＯ法人在宅福祉支援グループ・コスモス
ＮＰＯ法人シンフォニー
ＮＰＯ法人まちづくりあいあい
ＮＰＯ法人夢・アシスト・Kansai
ＮＰＯ法人ＷＡＣゆずり葉
後援：尼崎市

尼崎市北城内 27

連絡先：電話 6418-2120 FAX 6418-1342 広瀬まで

電話 06-6481-5244
阪神尼崎駅より徒歩５分

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜ＮＰＯ活動実践講座のいきさつ＞

している「生活復興県民ネット」が「地域

昨年より、尼崎市協働参画課の呼びかけ

活動推進講座助成事業」を募集していまし

にはじまった市内 NPO の交流会に当ＮＰ

て、当法人としても前から始めていた「法

Ｏ法人としてこれまで２、３名が常時参加

人化支援講座」の続きとして応募していま

し、市内ＮＰＯ法人の貴重な経験を学んで

した。

きました。当方からも、認証後の税務手続
きなど報告してきました。

７月に事業として採用となり、講座３回
分の９万円が助成されることとなりました。

昨年の「尼崎市民まつり」では、
「尼崎市

「市内ＮＰＯ交流会」に図りまして、多く

内のＮＰＯ活動紹介展」にパネルを市役所

のＮＰＯ法人の協力、
尼崎市の後援を受け、

ロビーで展示しました。

当法人が主催することとなりました。

今年度当初、ぜひ市内ＮＰＯが力を会わ

特に障害者団体や作業所は、これからの

せた協働の事業をやりたいということにな

福祉施策を主導的に受け止め、自らも事業

り、その一つとして、ＮＰＯ啓発の講演会

展開していくためにも、ＮＰＯ法人・小規

を市民向けに開こうという動きになってい

模福祉法人への動きが大切だと思います。

ました。

生の話しと多くの資料を用意します。

ちょうど、阪神・淡路大震災後の生活復

いろいろな方の参加をお待ちしています。

興を目指して、数十の団体が集まって活動

（チラシのデザインは、
鈴木 勉さんです。
）
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寄稿：私と写真

長瀬 政男（法人会員）

私がカメラに興味を持ったのは、初めて

今までいろいろな方法で写真を整理してき

障害者写真コンテストで入賞してからでし

たが、今では種類別にフォルダに保存し、

た。

簡単に取り出せる。しかし何時までも一眼

それから、カメラのとりこになって３０

レフでは、年齢とともに写真が遠のく。

余年、写真が趣味になってしまった。当時

そこでデジカメを購入したが・・・

は一眼レフで、実に重い、撮影会では少な

使い方が激しいのか、
修理の繰り返しで、

くともカメラボデーにレンズは各種レンズ

今は２台目で、デジカメを楽しんでいる。

３～４本は必要で肩に食い込む重さである。
若かったからできたのかもしれない。
でも、今は違う。我が家にも５年前にパ
ソコンがやってきた。
楽しい、
実に楽しい。

これからも出かける時はデジカメがお供
し、自分なりの写真を楽しみたいと思って
いる。
デジカメのコンテストも増えてきたし・
・
・。

＜メール添付で送っていただいた写真より＞
http://amanetzh.web.infoseek.co.jp/kaiin/nagase/ に掲載。
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パソコン教室受講のみなさんの感想
喜んでいただきました

・受講者が少なかったこともあって、文字通

・初めて自分で、文章を打ったり、絵を描い

り「手とり足とり」の御指導たいへん理解で

たりしたことがうれしかった。難しいけど楽

きたように思い感謝しております。

しかった。

・毎日の学習の結果をコピーにしていただい

・表計算エクセルがとても勉強になりました

なので家にもって帰って見せることができて

全体的にわかりやすくて楽しかったです。

楽しく、残しておきます。

・毎回のテキストの配布がよかった。わから
ないときにすぐに質問しすぐに教えてもらえ

いくつも今後の注文がありました

たことが良かった。

・教室と自分所有のパソコンがメーカーが違

・ワープロをもっと習って、手の不自由なこ

うので、完全には理解出来ない。

とがカバー出来るのではないかと、希望が持

・受講生のつどいを開いてほしい。

てました。

・どの講座も大変興味深かったが、１週間は

・暑中見舞いのハガキが素敵に出来上がって

時間があきすぎてわすれてしまいました。

とても嬉しく思いました。早速切手を貼って

・インターネットにそれぞれみんなでつなげ

出しましょうか・・・・・。

ていろいろな楽しみ方を具体的にまなびた

・はがきの印刷がむずかしかったけれど、出

かったです。

来上がりが楽しみで 楽しかったです。

・忘れない間に引き続き、教室を続けて頂け
たら良いなと思います。

パソコンへの驚きがありました
・一台のパソコンに広い世界があることに新

もっと学びたいという感想がいっぱい

鮮な驚きを覚えました。とくに表計算（エク

・一人一人丁寧に教えていただけたのがよか

セル）はすばらしい威力をもつているとおも

った。次の段階の教室も続けていただきたい

います。

と思います。

・表計算を学んでパソコンの素晴らしい事が

・講座を終えて これからは一人歩き出来る

わかりました。また色々な色を自由に出来る

か心配です。

と云う事もすばらしい事です。とにかくまだ

・自分では中々ホームページ製作を勉強した

まだ解らないことがいっぱい有ります。もっ

くて出来なく大変よかった。でも、８回とい

ともっと学べたら良いのにと思います。

う限られた時間なので基本的なことしか学べ
なかった。今後は一日の時間をもう少し増や

きめ細かさ・ゆっくりがよかった

して欲しい。

・障害者の人のための教室なのでゆっくりと
したペースでよく学べたと思います。

※受講生の皆さん、
「その後」の原稿を送っ

・少人数でひとりひとりきめ細かい指導がし

て下さいませんか。待っています

ていただけたことがよかったとおもいます。
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役立ち情報（２）
マウスが使いにくいとき、キーボードで代替えできます
＜パソコン支援のホームページ＞
障害者 IＴ支援のページ：当法人のホームぺージです。
http://amanetzh.web.infoseek.co.jp/it/index.htm
障害者ＩＴサポートセンター： 神戸市にある「兵庫県立総合リハビリテーションセンター」
内にある
「障害者 IT サポートセンター」
のページ 電話 078-929-1034 fax 078-927-2751
センターには障害者用補助用具がたくさん展示してあります。
http://www.hwc.or.jp/kensyuu/it/it.html
こころ Web：障害別にくわしい対応策が書かれています。
http://www.kokoroweb.org/a-center/use.html

＜隣のキーを押してしまう → キーガード＞
キーボードのキーが押しにくい、また、目的のキー以外のキーも同時に押してしまうこと
のある肢体障害者のため、穴のあいたカバーを被せるもので、目的以外のキー入力をしない
ようにガードします。
カバーだけも販売していますが、
標準のキーボードとそれにあったキー
ガードがセットになった製品も売り出されています。

＜Shift キーを押しながら別のキーを押す → 固定キー機能を使う＞
両手を使うコマンド、たとえば Shift キー， Ctrl キー， Alt キー と同時には他のキーを
押す時、手を離せば元に戻ってしまうので，運動障害のある人には使いにくい。
WindowsXP の場合：
「スタート」
、
「コントロールパネル」
「ユーザー補助のオプション」
もう一度「ユーザー補助のオプション」
「キーボード 固定キー機能を使う」にチェック。

＜キーをずっと押してしまう → リピート機能解除＞
いったんキーを押すとそのキーから指を離すのに時間がかかって、その文字が連続して入
力されるのが困ります。このときは、
「リピート機能」を解除すると、キーを押している時間
にかかわらず文字の入力は一回だけになります。
WindowsXP の場合：
「スタート」
、
「コントロールパネル」
「ユーザー補助のオプション」
のあと「フィルター機能」
「切り替え機能」にチェック。
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＜マウスは苦手 → カーソルの移動はキーボードで＞
Windows 時代に入ってから、それまでのキーボード入力からマウスで操作するようになっ
て、コンピュータは障害者に非常に使いにくいものになりました。細かい一を定めて、それ
を自由に動かさねばなりません。マウスの代わりにキーボードでカーソルを動かすことが出
来ます。
WindowsXP の場合：
「スタート」
、
「コントロールパネル」
「ユーザー補助のオプション」
の「マウス」
「マウスキー機能を使う」
「設定」
「ショートカットキーを使う」とすると、
「左 Shift＋左 Crtl＋NumLock キー」を押せばいつでも、
「左：４」
「右：６」
「上：８」
「下：
２」の数字キーでカーソルが移動します。
「クリック：５」で代用できます。

＜ショートカットキー操作はとても便利＞
マウスで押さえたまま横にずらして「範囲選択」する
かわりに、カーソルを左へ置いて「Shift+右矢印」で黒
く範囲選択されること、知っていましたか。便利ですよ。
http://www.hwc.or.jp/kensyuu/it/it2-4shortcutkey.html 図は「プロップステーション OPEN
チャレンジドイラストカット集」から
使わせていただきました。感謝です。
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便利サイト集（２）
：インターネットで楽しむ
当法人のホームページに、リンク集を載せております。直接ジャンプ出来ます。
http://amanetzh.web.infoseek.co.jp/link/
＜言葉さえ入れれば、ほとんどのことを検索してくれます＞
Yahoo！検索

http://www.yahoo.co.jp/

＜本が取り寄せられます。表紙のカラー画像も見えます。＞
紀伊国屋書店

https://bookweb.kinokuniya.co.jp/

古い本でも全国から探してくれます http://www14.cds.ne.jp/~not/tawagoto/etc/isbn.html
BOOK OFF から中古の本が買えます http://gazoo.com/ebo/home/ebk_home_top.asp

＜コンピュータ部品なら日本橋へ行かなくても＞
ただし合わない時があるので、メールで問い合わせてからの方が無難です。
ソフマップ

http://www.sofmap.com/

ジョーシン電機

http://www.joshin.jp/

ミドリ電化

http://www.midori-de.com/

＜英語を自動的に翻訳してくれます＞
Excite 翻訳

http://www.excite.co.jp/world/english/

（英語のページ全部を翻訳する機能もあります。中国語、韓国語のページもあります。
）

＜コンピュータ専門用語を解説してくれます＞
ＩＴ用語辞典 e-Word http://e-words.jp/
アスキー デジタル用語辞典 http://yougo.ascii24.com/gh/

＜新聞社もホームページを運営 写真がカラーですぐに見えます。＞
古い記事なども検索でき、記事の文章がテキストで入手できるのは便利。著作権に留意。
毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/
朝日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/
ニューヨークタイムズ http://www.nytimes.com/
※プロ野球などスポーツ速報なら、Yahoo ですぐに分かります。
http://sports.yahoo.co.jp/

ＫＳＫＰ（明日のために No.３） 第三種郵便物認可 通巻 6538 号 2004 年 9 月 13 日発行 （１１）

動いてくれたらうれしいのだが。
」と言って

提 言

おられるのを何度か聞きました。
その基盤は、住民・行政双方からできあ

すべての小学校区に
「情報発信・受信センター」を設置しよう

がりつつあるように思えます。
私達は、
コンピュータ教室、
特にインター

ＮＰＯ法人

ネット教室を、障害者にとって通いやすい

障害者情報ネットワーク尼崎

それぞれの地域の公民館などで開くことを

理事長 広瀬 徹

計画してきました。しかしインターネット
回線などは普通の公民館では、利用が難し

兵庫県が発表した「平成１６年度 まち

く、そうだ、小中学校のコンピュータ教室

づくり政策大綱（案）
」の中に、県民政策部

をお借りできないか、次に考えました。し

生活創造課より新事業として「県民交流広

かし１階にコンピュータ教室のある学校は

場事業」が動き出していることを最近知り

見つかりません。

ました。

しかし、このような予算を投入した「県

それには「県民一人ひとりが身近な地域に

民交流広場」
として、
「概ね小学校区の身近

おいて多様な分野で、①実践活動・交流、②

な地域に１カ所、既存の公的施設等を活用

生涯学習、③情報収集・発信に取り組むこと

した地域の交流拠点の整備」がなされると

ができるよう概ね小学校区に１か所、既存の

したら、そこは確実に障害者も集える「地

公的施設等( 自治会館・公民館等の地域施設、

域センター」となりえます。この機関誌の

商店街の空き店舗、学校の余裕教室等) を活

１ページで述べた「コンピュータ教室」の

用した地域の交流拠点の整備や同拠点を活用

各地域の人材がまた手伝えるでしょう。

した県民の活動を支援する。平成 17 年度か

らの本格実施に向け、各地域にあった実施
方法を検討。
」とあります。
わたしはかねてより、尼崎市４０万市民
にたいし、
約４０小学校区にひとつづつ
「地

最近「地域情報化サポーター企画会議」と
いうメーリングリストで、 阪神御影駅横の

市場旨水館の空き店舗で「(特)東灘地域助
け合いネットワーク」を知りました。
http://homepage3.nifty.com/kobetasukeai/

域センター」ができないものか、と折にふ

市場の空き店舗で、高齢者障害者への日常

れ発言してきました。これまで住民自治を

在宅支援、あみ物、囲碁・将棋教室、初心者

担って頂いた社協・自治会組織、消防団、

へのパソコン教室、子どもの下校後の一時預

老人会、婦人会、こども会と、新しい感覚

かりなど多彩な活動をされていることを知り

で地域コミュニティを創ろうと活動する地

ました。

域ボランティア、ＮＰＯ法人が気持ちをあ

もうすでに先達は始められています。

わせて「ＮＰＯ法人地域センター西大島」

地域の市場に十分お願いして、階段はあ

のような活動舞台を創り出せないものかと

りませんから、インターネット回線を引け

思ってきました。とりあえず動き出して皆

ば、障害者や高齢者にも通えるパソコン教

さんの賛意を得ていく。これまで地域自治

室が始められます。

を担って来られた方々の多くは「若い衆が

そこから始めればいいのですね。
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お 知 ら せ
＜活動の記録＞
2004.1.20 ＮＰＯ法人シンフォニー主催の
「ＮＰＯプレゼン市場」
（尼崎市労働福祉
会館）に会員３名出席。プレゼンテーショ
ンが優秀賞を受けました。
2004.1.25 神戸で開かれた「ひょうごボラ
ンタリープラザ」という兵庫県支援組織
主催の「ボランタッリー活動元気アップ
アワード」で発表し、
「こつこつコース」
受賞金５万円を獲得。会計収支にありが
たいことでした。
2004.2.15 機関誌「明日のために」
創刊号。
2004.4.10 2004 年度 監査会・理事会開催
2004.4.24 2004 年度 総会、事業計画決定
2004.6.7 ～ 8.12
第１期コンピュータ教室開催事業開始
2004.6.25 機関誌「明日のために」NO.2。
2004.6.23 初めて補助金が通りました。
「生活復興県民ネット地域活動推進講
座助成事業」９万円が採用となりました。
2004.8.4 毎日新聞にコンピュータ教室が
紹介されました。
2004.9.10 「ひょうごんテック」の「リユー
スパソコン寄贈プログラム」に採用、２
台のノートパソコンが寄贈される決定。
2004.9.10 ～ 11/7
第２期コンピュータ教室開催事業開始
2004.9.25
「ＮＰＯ活動実践講座 第１回尼崎市の
いろいろなＮＰＯ」が始まります。

＜現在の NPO 法人会員＞
正会員 1５名
賛助会員 ３名
＜法人会員規定＞
正会員 ：年会費 1,000 円
賛助会員：個人 年会費 一口 1,000 円
団体 年会費 一口 5,000 円
※ 自らのコンピュータ活用力を、障害者
の情報格差をなくす活動に生かすという趣
旨に賛同して頂ける個人、及び団体のみな
さま、ぜひ会員となってください。
＜会費振込＞
郵便振替：00910－4－269867
銀行口座：三井住友銀行（普通）
立花 1528152
名義人：特定非営利活動法人
障害者情報ネットワーク尼崎

＜情報会員募集＞
パソコン教室受講者や障害者のみなさん
へ情報会員を募ります。会費無料。
コンピュータ操作方法などわからないこ
とが出たら、電話・ファックス・電子メー
ル・携帯電話メールで質問を受け付けます。
連絡方法
電
話：０６－６４１８－２１２０
ファックス：０６－６４１８－１３４２
電子メール：amanet99@yahoo.co.jp

＜編集後記＞
もうすぐ涼しい秋です。今年の夏は暑かったですね。
発行人：関西障害者定期刊行物協会
大阪市城東区東中浜 2-10-13 緑橋グリーンハイツ 1F
編集人：ＮＰＯ法人 障害者情報ネットワーク尼崎
所在地 尼崎市大庄北３丁目２５番地１－１０４号
電話 ０６－６４１８－２１２０
URL http://amanetzh.web.infoseek.co.jp/
編集責任者：広瀬 徹
定価 100 円
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