ているこのごろです︒
先 輩への手 紙
豊 齢 研との出 合と
最近では町内の友人・
知
仲 間づくり 人のサークルの案内書や
予算書作成を依 頼 さ れ
ることがあり︑勇 気づけ
られています︒
これからも皆様の技術
を吸収して︑自分流に楽
しく続けていきたいと思い
天花寺 宏忠さん
ますので︑今まで同様に︑
今後ともよろしくお願い
無沙汰しております︒
します︒
相変わらずご夫婦でゴル
長岡 寛孝さん
長岡 寛孝
フ三昧ですか︒
私も少しやっていますが︑
飛距離は落ちるし︑目は 豊齢研ＩＴサロン会津に
絵を入れたメール
見えず︑足はガクガク︑老 入会して一年六ケ月にな
を送りたい
りました︒退職して一年
いですね︒
せめて頭に若さをと思 半が過ぎ︑何をやろうか
い︑友人が代表のパソコン 目標が定まらないまま︑
サークル︵豊齢研ＩＴサロ 我が家のパソコン共々粗大
ン会津︑と言う︶
に入れて ゴミ化しそうになっていた
時に︑友人の岩崎氏の紹
貰っています︒
私が﹁パソコンを始めよ
現役時代は先輩に怒ら 介がきっかけでした︒
れながらコンピュー タシス 長谷川代表の懇切丁寧 う︒﹂と思ったのは︑夫 が
テムを立ち上げましたが︑ な指導と気配り︑会員皆 講習会から帰って来て二
今は楽しみながらパソコン 様の暖かい雰囲気にすぐ 階に上がり︑暫く降りて
溶け込んでしまいました︒ 来ない︒
をいじっています︒
本会は同世代の集まり 毎日カルチャーショックを
復習しているのか︑本を
なので︑とても楽しい会で 受けながら︑ワー ドでの 読んだり紙にメモをしてい
すよ︒会員は知識の吸収 チラシや絵ハガキ作 成か る姿を見て︑ボケ防止に
に熱心ですが︑私は会員 らインターネット・Ｅメー 私もやってみようか︒と言
の方々とわいわいがや が ルまで出来るよう になっ う単純な動機からスター
や言っている事が楽しくて︑ た︒最近ではデジタルカメ トしました︒
ラで取り込んだ画像処理
パソコンは二の次です︒
ＮＴＴの二階での学習は
女性は左脳と右脳を結 もできるところまで上 達
ぶ脳梁が太いと言います しました︒
よね︑その為か女性会員 入会三ケ月後の七月には︑
は優秀で良 く知 っていま 長谷川代表に︑我が家の
す︒先輩ともメールの交 時代遅れのパソコンをグレー
換をしましょうか︑もっと ドアップして︑インターネッ
も先輩はキーボードアレ ト接続してもらい︑失礼
ルギーでしたね︒これから をも省みずに︑会員の方
は熟年世代にとって頭脳 にＥメールを送信して無
の活性化︑ストレス解消と 事着信したときが︑この
元気でいる為にはパソコン 会に入れた幸せを感じた
をいじること︑と思います ときでした︒
まさに︑第二の人 生の仲
よ︒
先輩︑今からでも遅く 間作りの始まりを実感し
ありません︒ゴルフばかり た瞬間でした︒
でなくパソコンも努力です その後︑二人の娘が転勤
よ︒また 御便りします︒ と結婚のため神奈川県へ
引越したのを機に︑Ｅメー
お元気で︒
ルで娘達との絆を確かめ
天花寺 宏忠

私どものインターネットホームページです

http://www.aizu.gr.jp/it-salon/

結城啓子

本田 靖子さん

新国さん︵
赤のＴシャツ︶

しかし︑現実さ にあ ら
感じることです︒入会前 る思いでした︒
楽しかったです︒入力した
公民館祭り
そして︑うなずきながら ず︒たかがパソコンされど
までは一人でパソコンを操
文字に色をつけたり︑文 ＩＴサロンに入って
スナップ写真集
作していると変な状 態に くり返し︑感動しながら パソコンです︒私の思いとは
字を斜めにしたり︑中央
なってしまいパニックに陥る チャレンジするという学習 裏腹にまったく別の画面
や左右に移動したり︑拡
事がしばしばありました の連続でした︒
大したり︑毎回 の学習が
が出てきます︒
まだまだ初心者 で︑思
が︑今ではいざとなれば自
とても楽しみでした︒
パソコンに向き合いの教
分には強い味方がついてい うようにできない場面が 室の皆さんの姿勢には︑
文章も書けるようにな
ると思えることで︑少 な 多い状態です︒しかし︑理 余裕さえ感じられ︑なお
り︑ハガキの横書きも縦書
くてもパニックに陥る事が 事の方々から親切に優し 焦ってしまいます︒困った︑
きもテキストを見ながら
出来ます︒表も作れるし︑ 仲間に入れて頂 いてか なくなりました︒更に今 く手ほどきを受け︑励 ま 困った︑お手上げです︒
メールの送信もできるよ ら︑もう一年半になりま まで未知の分野でクリッ していただき︑おかげさま
いつもこんな繰り返し︒
うにご指導いただきまし した︒この間あ んまり出 ク出来なかったものもクリッ で自分から楽しみながら こわごわ手を挙げると先
た︒﹁
ここまで出来ればも 席も出来なくて︑申し訳 ク出来るようになると︑ チャレンジして行くことが 生方は飛んで来て下さり︑
ういいか︒﹂と自己満足し ないと思っておりますが︑ 新しい発見などもあり︑パ できるようになりました︒ 私の愚問にあきれた顔も
これは・
・
・
・
こうするの
また私自身としては︑大 ソコンの楽しみも一段と増 本当にありがとうござい 見せず答えてくださいま
ていました︒
と豊齢研会員の皆さん
私からのメールは文 字 変楽しく過ごさせて頂い え嬉しくなってしまいます︒ ました︒
す︒
これからもあせらないで パソコンイコールゲームの
その他︑グループ活動が
だけです︒それでいいと思っ ております︒と言うのも
ていました︒しかし︑シンガ 私はパソコンを始めて何年 少なくなりがちな生活に 一つ一つの操作をクリアし 私が︑メールを打ち︑初め
ーターフアッショ てつながったときの感動は︑
ポールの従妹から来るメー にもなるのですが︑一人 彩りを添えて頂けるので て︑コンピュ
ルは︑夜景で空から星が で暗中模索をしてきたせ 大変有り難く思っており ンを身につけて︑現代人の 今も鮮やかに覚えていま
次々と降ります︒私のメー いか︑サッパリ上達とは縁 ます︒これからも︑このよ 仲間についていけたらと思 す︒五月から始まった初
ルは︑伝言で読んでしまえ のないパソコン生活をして うなグループを大切に又 います︒
心者コースを受講しまし
そして︑自分の世界を広 た︒それまでなんとなく
グループの方々と楽しく
ば終わりです︒絵が入って きました︒
いると︑色々な思いが広がっ 今も相変わらずですが︑ 行ければと思うこの頃で げながらマイライフをエン 動かしていたパソコンの名
ジョイして行きたいと思い 称・機能などを改めて知
ていきます︒この喜びは格 仲間に入れて頂いてから す︒
ます︒
別でした︒私も絵を入れ は﹁こう云 う場合はどう
る機会を得たことは︑大
てメールを送りたい！と するの？﹂などと聞 かれ
変有意義なことでした︒
思うようになりました︒ ると﹁あれ・・どうするん マイライフを楽しむ
チラシ作成は︑その中で随
エンデングをむかえ
四苦八苦の私
みんなで盆踊り
ためにチャレンジ？
などと戸惑うこ
十月から︑また勉強し だっけ？﹂
分と学ぶ項目が入ってい
高橋 春恵
ようかな！というと︑賛 ともチョイチョイでした︒
て︑とても楽しく学習す
本田 靖子
成してくれました︒楽しい そこで︑サロンの先輩方に
ることが出来ました︒私
﹁
こんなに月日が経った 専用のパソコンを用意して
どうするんでしたっけ？﹂
メールを送れるようにな ﹁
あ〜
パソコンを始めようと思っ のに︑一体私は何をマスター くれた主人の手前︑弱音
る日を夢見つつ︑学習して などど聞いたりして﹁
と︑自問 ばかり吐 いてもいら れま
いきたいと思っております︒ そうでしたネ ﹂と改 めて た最初のきっかけは︑主人 したのかしら？﹂
覚えると云ったこともし の古いパソコンが︑そこにあっ 自答しています︒
せん︒楽しみながらパソコ
今頃は︑ある程度 の操 ンする︑と云 う程まだま
ばしばでした︒また︑自分 たからです︒そして︑貝沼
では気が付かなかった楽 先生のお誘いもあり︑豊 作が難しくなくこなせる︑ だパソコンを知り得ていな
しさも教えていただきま 齢研に参加する事ができ はずでした︒
いのですが︑主人との話題
した︒例えばメロデ ー や ました︒
が一つ増えたことは嬉しい
高橋 春恵さん
動く映像付きの メールで どんな機種でもこ
収穫です︒
繰り返しの授業の中 で
す︒メールが一段と楽し なせるという知 識
も疑問質問すれば︑すぐ
くなりました︒いろんな事 のなかった私は︑古
一太郎﹂
に対応していただけるのは︑
をお互い教え合いながら︑ いパソコンの﹁
本当にありがたいです︒
皆でパソコンをいじるのは誠 では操 作 がはかど
私なりの歩幅で︑ゆっくり︑
に楽しい事だと感じさせ らず︑とうとう無
理して新しいパソコ
もう少し頑張ってみよう
られたりしています︒
また︑もうひとつ︑入会 ンを購入してしまい
そんな気持ちになって
させて頂いて良 かったと ました︒
います︒最近は︑わいわい
文書作成から図
思う事は︑長谷川代表さ
がやがやの雰囲気にどっ
ん始め︑ベテランの方の多 形 描 画 ︑メー ルの
ぷりつかって︑頭や指先が
く居られることです︒そ 送受信などとやれ
少々疎かになっています︒
の方々が︑いつでも後ろに ばやるほど奥が深
が︑先生︑皆様︑今後とも
みなさん︑ご苦労さん と
控えていただいているのを く︑いつも目を見張
よろしくお願いします︒
小澤中央公民館長さんと
佐藤勝彦
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