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高齢者にとってのパソコン

パソコン初心者の方に︑パ
ソコンに向き合ってみて︑
どんなことが一番心配か？
と質問をしますと︒答えは︑
﹁何も知らないで色々触っ
ているうちにパソコンを壊
してしまいそうで怖い！﹂
ということでした︒
なるほど︑パソコンは高
性能で精密な機械です︒当
然その操作も慎重に
行わなければならな
いと考えるのは当然
かもしれません︒
ましてや︑操作を
知らずにおかしなボ
タンを押したら︑壊
れてしまうのでは？
と警戒するのは当然
のことです︒
では︑パソコンが
壊れるというのはど
ういう状態を指すの
でしょうか？
これを一言で表す
ならば︑﹁パソコン
が動かなくなる﹂と

ＩＴサロン
の雰囲気

所録も覚え初年賀状も出来 ︑
とても嬉しく満足させてい
ただきました︒これからも
趣味の旅行をパソコンとデ
ジカメで楽しもうと想って
おります︒いろいろご指導
有難うございました︒これ
からもよろしくお願いいた
します︒

パソコン
初挑戦

されながら学ぶことなど︑ で少しは理解できると自覚
終日ゴロゴロしていた頃に しているこのごろです︒ま
は思いもよらなかったこと た︑時々交流の場を設定し
で︑残された時間未知の世 ていただき一人暮らしの私
界へお導きいただき︑それ にとって余暇の楽しみが又
が私のボケ防止にもなれば 増えたわけで結構な趣旨と
賛同しています︒地上デジ
と思うこの頃です︒
タル放送開始に象徴される
通信と放送との融合を軸と
した社会になってきました ︑
私も時代に即応した生活を
考えています︒操作方法を
習得して情報の消化と冷静
な判断力を養って残された
人生を豊かにするため︑文
︵パソコン︶武︵ゴルフ︶
両道に励み頭脳と体力を維
会 社 持してすごしたいと思いま
の時代には︑原稿を示せば す︒皆々様のご指導と交流
きれいに仕上がってくる立 を今後お願いいたします︒
場でしたが︑引退してから
は一人ぼっちで自分のこと
は自分でしなければならな
い立場になり少々まごつい
ているこの頃です︒パソコ
ンは数年前購入しましたが ︑
自己流で特定の情報しか取っ
ていませんでした︑メール
のことも全然わかりません
でした︒東京の娘が来たと
きに﹁孫とメール交換でき
ないと機械がもったいない﹂
と操作方法の習得をすすめ
られました︒ゴルフ仲間の
皆さんに本会の活動を聞き
まして星野氏を介して昨年
７月に入会させていただき
ました︒入会して週一回の
ペースも私に適当ですし︑
カリキュラム︷指導計画︸
も適切で親切丁寧なご指導

文武両道に
励みた

生来の悪筆︑頼みのワー
プロが故障がち︑パソコン
を始めなければとあせりな
がら踏ん切りがつかないで
いたところ︑幸運にも入会
の機会を与えていただきま
した︒
ローマ字の再勉強に戸惑
い︑説明してくださる頭の
上を通り過ぎ︑パニック状
態になることもしばしばで
したが︑回を重ねて半年余
り︑ようやく心にゆとりも
出︑今日は何の勉強かと心
待ちするようになりました ︒
初日︑自在に図形を描き
色を塗られることに感動︒
パソコンの奥の深さを知ら
されたことでした︒
毎週パソコンを背中にい
そいそと通いコーヒーに癒

パソコンに
親しむ

豊齢研ＩＴサロン会津に
入会して３年になりました︒
パソコン操作も一通り教え
ていただき今更ながらパソ
コンの奥義に驚き終わりの
ない付き合いであると感謝
しております︒
毎週の教習も新しいことへ
の挑戦と反省で︑理屈では
なく車の運転の様に繰り返
し繰り返しなれて覚えるし
かないと思っております︒
これからもパソコンの新し
い発見を楽しみに︑わいわ
いがやがや和やかな雰囲気
の中で挑戦していきますの
でスタッフ及び会員の皆さ
ん今後ともよろしくお願い
します

趣味悠々

あまり不安にならずにパソ
コン操作を繰り返す必要が
従来︑パソコンのような情報機器を高齢者が手にして習得しようとする
あります︒
こと︑インターネットを使うということはなかなか難しいと見られていた︒
しかし︑これをするとパ
ソコンが本当に故障する恐
れがあるということもあり
まってわいわいがやがや教 いうことだと思います︒
えあいながら時間をかけて
ＩＴサロン会員の方々も︑ ます︒その幾つかを書き出
習得しています︒
パソコンを習い始めて当分 しておきます︒
の間はこの現象が多く発生 ◇ ハードディスクドライブ
の動作中に本体を動かさ
します︒
パソコンは壊れるの？
ない︒
パソコンが動かないとい
う状態の原因も︑ほとんど ◇電源はソフトスイッチで
落とす︒︵どうしても電
が︑知らないうちの間違っ
源が切れないときは別︶
た操作か︑Ｗｉｎｄｏｗｓ
◇マシンに過大な振動や衝
のトラブルが原因です︒
撃を与えない︒
これは︑大抵は再起動で
◇出所の不明なソフトを無
直ります︒
闇にインストールしない ︒
つまり︑手におえない本
当の意味での故障というの
豊齢研ＩＴサロン会津は ︑
は︑パソコンには滅多にお
こらないのです︒ですから いかに自分が心豊かに︑こ
れからの情報社会に
参加し︑ そして実
りある毎日を過ごす
ため︑パソコンとイ
ンターネットを習得
していく自遊楽校で
す︒
一〇回同じことを
質問されてもニコニ
コ教えあい︑わいわ
いがやがや楽しくパ
ソコンを学ぶための
会です︒
みなさん今後とも
よろしくお願いしま
す︒

しかし︑今や高齢者がパ
ソコン を利用 する こ と は
﹁年寄りの冷や水﹂と冷笑
されるのではなく︑老後を
いきいきと過ごすためにも
必要なものとして認識され
始めてきました︒
コンピューターは何でも
出来ると言う人がいますが︑
何でもできるものではなく︑
やろうとすることに関して
のソフトウェア次第でいろ
いろなことができる道具で
あると言うのが正解かもし
れません︒
また︑ソフトが変われば︑
︵共通する部分はあるが︶
操作も違う︒ワープロソフ
トを覚えただけでは︑表計
算ソフトは使えない︒ノウ
ハウを身につけるためには︑
パソコンを自分で使って試
行錯誤の繰り返しが必要で
す︒ただし︑一人では何か
わからないことがあるとそ
こでストップします︒
ＩＴサロンでは仲間が集

てくれません︒た楽しみが湧 いてきま
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現在会員数

友達からの紹介で︑昨年
９月からＩＴサロンに入会
させていただきました︒
パソコンなどやったこと
がない私は︑ローマ字や︑
カタカナの文字が︑ 音順
になっていないので︑大変
だなーと感じました︒
しかも両手を使ってロー
マ字を打つなんて ︒今ま
で押すとしたら電話ぐらい
で︑それにローマ字なんて
とんと頭から消えていまし
た︒一本指でキーを押すの
がやっとの私は︑人より打
つのが遅く︑押せば力が入
りすぎて文字がぱぱーっと
幾つも出る始末︒
なかなかうまく打てなく
て苦しみました︒今は少し
ずつ打てるようになってき
ました︒友達や孫たちにメー
ルを打てるようになる事を
目標に日々努力したいと思
います︒ご指導してくださっ
ている先生方には感謝いた
しております︒これからも
よろしくお願いします︒

長命久枝
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特定非営利活動法人

いくら習 得 し す︒

ＮＰＯ法人豊齢研ＩＴサロン会津 案 内

パソコン自遊樂校を毎週金曜日開催しています︒

◆この会は皆様の会費で運営されています︒

0
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年会費一二︑
円︵年途中参 加月割 ︶
他︑自遊楽校教材・資料・運営費負担金月２千円︶
月参加費は月１回でも参加頂ける方 に ご 協 力 い た だ
いています︒ご了承下さい︒

みなさんの参加お待ちしております ︒

会員
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パソコンと仲良し

天神ケ浜のしぶき氷
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豊齢研
ＩＴサロン会津

たつもりでも︑

すぐ忘れると言う日々・・・今 は︑こんな身近に自然
の人と出会い︑コミュニケーション あったのだと︑感動しま

会員

電 話 連 絡 は 090-7936-6605へ

や会員も８０余名となり︑大勢 が生んだ美しい情景が

45

の輪も広がり嬉しく感謝してお した︒今年の野外研修

45

ります︒メールの交換は大きな もとても楽しみです︒

開催場所及び日時・内容
◆ 場 所 一箕公民館または中央公民館
◆ 開催日 毎 週 金 曜 日 ︵ 原 則 と し て 月 ４
回︶
◎初心者コース︵これからやってみっかの方︶
開催時間 午前 時 分から午前 時 分

11

◎ＩＴサロン︵わいわいがやがや自遊楽校︶
開催時間 午後 時 分から午後 時 分

3

監事

(

入会させて頂き︑早いも
ので六ヶ月があっとゆう間
に過ぎました︒メールしか
出来ず写真の入力の仕方を
学びたく習い始めました︒
親切丁寧にご指導してく
ださいますので写真の縮小 ︑
入力が何とかでき︑紅葉の
季には︑旅の楽しみにデジ
カメがプラスされ︑今まで ︑
人物主体でしたが風景を撮
る事が多くなり 自分もばあ
様になったせいもあり いい
写真が撮れたときは感動も
ひとしおでした︒
又遠方の友達に送る事も
出来喜ばれております︒今
年は年賀状は︑早いかなと
想っておりましたが先生︑
友達のお力添えも会って住

30

励みとなり︑パソコンに触れる時 会に望むことは︑発足

ヤと自遊楽校であって

繰り返しパソコンに触れることが 勢の方とわいわいガヤガ

新年明けましておめでとうご 間も長くなりました︒繰り返し 当時の初心忘れず︑大
ざいます︒

急激に進む情報化社会いく 上達の秘訣

かに気負わず元気でパ
お出かけの時は︑デジカメ持 ソコンに接して行きたい

良くなるから不思議！

らかでも対応すべくパソコンに関 仲良しすることですね︒相性も 欲しいと思います︒緩や
わりあいスタートしました︒
全くのゼロからの出発︑さあ〜

年であります︒

パニック 悪戦苦闘の日々が続 参するよう心懸け パチリ 画 と︑そのように願 う新
又旅行も従来とは一 味 違 っ

像の加工やメール等に使用︒
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パソコンは︑私の思うように動い

きました︒

天神ケ浜のしぶき氷 撮影 福井幸子
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人生を楽しく生きる
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私たちは︑私たちの
暮らす福島県会津の地
における高齢者のため
に︑情報通信技術など
に関する支援をすると
ともに︑企業や行政と
のパートナーシップの
形成により︑福祉の向
上と地域社会の発展に
寄与することを目的と
してボランテァ活動を
行っていくＮＰＯ活動
法人です︒
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