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することを目的としてボランテァ

例年にない暑い夏を過し
多種電化製品の便利な今︑
改めて︑日本古来からのて
だてを再認識し豊かさを頂
戴した︒風鈴は風が奏でる
音を楽しみ︑下駄履きは足
の筋肉に良く︑カランコロ
ンの音が涼となり︑ウチワ
は少エネで︑優しい風が心
地良く︑使って意味があっ
た︒産地は瀬戸大橋南端の
丸亀市が年間一億本生産と

驚きである︒花火は火薬で 気がします︒日本はアメリ
空中に花を描き瞬時に散っ カの何十倍も多焼却施設が
て儚い思いが涼に結び︑人 有り最近︑焼却制限と高性
々に夢を抱かせるのも素晴
らしい◆自然災害も温暖化
の為か︑悲しい出来事も多
かった︒人間の知識では避
ける事は出来ず︑自然力の
恐ろしい一面を垣間見た︒
今後温暖化防止に感心を持
ち︑努力を要求されている
半澤勝子

自分史仕上げる
舟窪伸男

甥が古いパソコンを当
家に持ち込み勝手にセッ
トしてしまい︑在職中に
馴染んだワープロからパ
ソコンに乗り換えること
になったのは七︑八年前
のことである︒
在職中は仕事上必要に
迫られて説明書頼りに︑
書類作成などをこなして
きたので︑パソコンの操
作にもある程度の自信？

これからも︑ＩＴサロン
会津をとおしてパソコン
に親しみ︑多くの方々か
ら多くのパワーをもらい
ながら︑生涯楽習として
パソコンを続けたいと思
いますので宜しくお願い
します

が︑ある仕事をしていま
した︒そこで︑文書作成
はパソコンを利用してい
ましたが︑パソコンの技
術が不確実な為︑長い間
に慣れ親しんでいたワー
プロに頼りがちでした︒
ＩＴサロン会津につい
ては前から知っており︑
多くの方が熱心にパソコ
ンにとりくんでおられる
ことを聞き︑本当に素晴
らしいことだと感心して
おりました︒今年の四月
に︑それまでの勤めを退
任しましたので︑これを
機会には入会させていた
だきました︒
入会して︑長谷川代表
初め︑講師の方が熱心に
指導されており︑説明も
わかり易く︑これまで経
験した講習会より数倍も
身に付きました︒心より
ありがたく思っておりま
す︒
また︑ＩＴサロン会津
をとおして︑多くの懐か
しい方と再会したり︑初
めての方との出会いがあ
り︑人生の幅が広がった
気がします︒
どの方も︑パソコンを
とおして集まる仲間です
ので︑とても親しみをもっ
て接することができます︒

感謝した次第です◆健康を
維持するには︑ときめきを
忘れず好きな事をし︑前向
きに社会と接点を持ち︑感
動を抱く事だと思う︒私は
爽やかに︑しなやかに︑素
敵に余生を過したいと夢を
描いております︒夢に留ま
らない事願って実現出来ま
したら︑最高の人生ですね︒

ＩＴサロン会津に入会
させていただき︑早くも
五ヶ月が過ぎました︒こ
れまで︑長谷川代表初め︑
講師の方︑役員の方そし
て会員の皆さんに多くの
ことを学ばせていただき︑
心より感謝を申し上げま
す︒
私は︑この三月まで市
の公民館で非常勤でした

坂内 實

楽しき集い
ＩＴサロン

週の講義内容はどんな事
を教わるのかと︑会長か
らのメールの着信を心待
ちに待っている︒
着信後早速ＤＲして予
習に取り掛かる︑時間の
経つのも忘れてパソコン
に向き合っている︒
ほかの講座に出るとき
やドライブその他の外出
には︑デジカメを持って
出かける事にしている︒
この中の写真がどの様
なメールになるか︑など
思い巡らしながらシャッ
ターを押しているのだが︑
まだまだ諸兄から頂くメー
ルには及ばない︒
このようにパソコンは
もう生活の一部になって
しまっている︒これから
もパソコンのより高い機
能を習得して︑心豊な生
活を送る一助に出来たら
と思っています︒今後の
ご指導宜しくお願いしま
す︒

てやみません◆日本は春夏
秋冬・食文化水も豊富で住
み良い︒趣味で今回五回目
の北海道登山となり︑嬉し
い事に誕生日を十勝岳で迎
える事が出︑雄大な自然か
ら無言の学び︑達成感︑気
力︑体力並びに素晴らしい
パノラマの出会いの感を豊
富に頂き︑又思い出の一ペ
︱ジに追加出来ました事を

を持っていたが︑見事に
打ち砕かれてしまった︒
パソコンをもう一度基礎
から勉強したいと思って
いたところ︑Ｉ氏に会い
豊齢研ＩＴサロンでパ
ソコンを勉強していると
の事を聞き︑早速ノート
パソコンを購入し︑入会
してから早二年になろう
としている︒
それまでパソコンは説
明書頼りに文書作成︑エ
クセル等きままに手を染
めていたが︑もう少しパ
ソコン本来の機能の発揮
できる操作を習得したい
と思っていた頃であった︒
ＩＴサロンに入会して
から長年懸案であった︑
自分史を苦労しながら編
纂仕上げる事ができ︑そ
の仕上がりに自己満足し
ている︒
また最近ではメールア
ルバムにハマッテいる︑
会員諸兄から写真︑音楽
つきを貰ったときは目か
ら鱗であった︒あのよう
な素晴らしいメールを発
信できたらとの思いに駆
けられていたが︑最近よ
うやく曲がりなりにも発
信できるようになった︒
会は國分先生のユーモ
ア溢れる親切丁寧な講義
と︑サポートの皆さんの
手にとっての指導で進め
られ理解も早い︒
休憩後の自由楽校では
お互いに初心者も︑上級
者も和気藹々の中で教え︑
教わりその雰囲気は素晴
らしいと思っている︒
最近は週一回のＩＴサ
ロンが待ちどおしい︑今

能化し︑ダイオキシン減少
したのは︑一歩前進であり
ますが︑今後輪を広げて︑
子孫の為に美しい日本を残
してあげる役割もあると思
う◆原爆投下から五九年︒
この年月を絶対に無駄にせ
ず︑世界・日本・私達が動
き地上から核兵器をなくす
事︒全世界が平和で人々が
安心して過せる事を節に願っ

絵・文 鏡渕陽子

編集委員

野口英世が一歳の時︑火
傷で癒着した左手の手術を
十五歳の時にここで受け︑そ
の奇蹟に感動し︑中学卒 業
後医学の道に進むべく︑この
会陽医院の書生となった︒こ
こで野口英世は貴重な青春
時代を過ごし︑医聖野口英
世はここで生まれたとも言わ
れている︒現在の二階は野口
英世に関する貴重な資料や
思
品
展示してある
々
が
で
の
い
野口英世青春館﹂
という博
﹁
物館となっている︒ちなみに一
階は喫茶店となっている︒ 周
辺地域は数年前から大正ロ
マン調の街作りを進めこの建
築物も核のひとつになっている︒
前の通りは野口英世青春通
りと呼ばれている︒
今年は新札にモデルとして
の登場も有り︑観光客が多
く訪れて︑憩いの場にもなって
いる︒

自遊楽校

たが︑おかげさまでこの
四月から再び受講出来る
ようになりました︒
しかし 最近私自身マ
ンネリ化の傾向にあり︑
これからの課題を模索中
です︒デジカメもやって
みたい︑画像処理もやっ
てみたい︑アルバムＣＤ
も作成してみたい等々夢
は大きいですが︑これか
らは 豊齢研の趣旨にのっ
とり 目標は欲張らず︑
あせらず皆様方と共に楽
しみたいと思います︒
今後ともよろしくご指導
願います︒

水彩画で描く大正ロマン
パソコンと私
渡部邦男
私は豊齢研に入会し︑
一年五ヶ月になります︒
入会の動機は市のＩＴ講
習会に参加してみて︑パ
ソコンの面白さと奥深さ
を知り︑もう少しパソコ
ンを勉強したいと思って
いたころ︑先輩から豊齢
研を紹介され即入会しま
した︒
昨年は急病のため七ヶ
月のブランクがありまし

会津壱番館（旧会陽医院）会津若松 野口英世青春通り

豊齢研ＩＴサロン会津

活動を行っていくＮＰＯ活動法
人です︒

会 員 紹 介

編集委員会
委員長,渡辺紀士見
〒965-0857

趣旨に賛同して頂ける方のご

PCを 通 し 生 き 方 を 語 り 合 お う

ＮＰＯ法人

支援よろしくお願いします︒

「豊齢」とは、「老いは人生の下り坂ではなく、常にゆっくり登って行く年代」との意味を持つ。あるいは、「老いを優しく包み込む」という豊さに満ちた言葉です
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