会員の皆さん

レセプトコンピューターが導入
してあり︑私はコンピューター
を高価で紙をたくさん使う
便利なもの位に思っていまし
た︒
３〜４年前からパソコンを遊
びに取り入れたくて︑夫は渋
る私にノートパソコンをすす
め︑共有という名目でまた一
台増やしました︒そのころ私
は家中のパソコンを横目に︑Ｉ
Ｔ関連の新聞の記事はそれで
も少し興味をもって読んでい
ますが︑なんとなくコンピュー
タなるものが嫌いで︑パソコン
には全く触りませんでした︒
そんな私にも︑とうとうチャ
ンスがやって来ました︒友人の
お誘いです︒見るだけでもいい
からと言われ︑ＮＴＴのインター
ネット研修室にお邪魔し﹁
豊
齢研ＩＴサロン会津﹂に入会
させていただきました︒２００
０年の 月のことです︒決め
られた時間と場所に出かけ
て自由に楽しく学べる﹁
自遊

楽校﹂
︑教室に出かける朝は いがやがや﹂
とてもいい雰囲
小学校の新入生そのものでし 気のなかに入っていけます︒
た︒こんなに気持ちが弾んだ ﹁
学ぶ楽しさ﹂
の場を作ってく
のは何十年ぶりだったでしょ ださった皆さまと︑協力して
うか︒
くれる家族に感謝しながら︑
あれから１年８ヶ月が過ぎ ︑ これから少しでも役に立つ事
共有のノートパソコンは︑今で が出来たらの願いを込めて
は仕事場で活躍しておりま ﹁
ただ今練習中﹂
です︒パソコン
す︒﹁
おかあさんも自分のも は︑そんなに壊れる物ではな
のを持ったら﹂
の一言で
いと言うことを信じ︑失敗を
Ｍｙパソコンを手にすることが 恐れず今後も末長くパソコン
出来︑離れている親戚家族に とおつきあいをしていこうと
﹁
ただ今練習中﹂
を何回も送 考えております︒
信しました︒
電源を切る手順を
間違えなければ︑コン
ピューターは少々の
事で壊れたりしない
といわれ︑いじりまわ
しておりますが︑時々
投げやりな気持ち
になる事があります︒
そんな時︑長谷川代
表はじめ理事の方々︑
それに多くの会員に
お会いすると﹁
わいわ

﹁
理想を失った時に初めて老
インターネットを見て見聞 喜多方市立喜多方１中に併 しょうか︑残りは皆忘れてし
いる﹂と書いた本がありまし を広めたり︑サークルの名簿 合され現在はありませんが︑ まい︑進歩率１︑２％︑それで
たから
を作成したり︑このようにパソ この学校を卒業後 年目に も立ち向かって行こうとする
還暦が過ぎパソコンのかかわ コンが少しずつですが日常生 当り今回同級会を企画した その気持ちはどこにあるのだ
ろうか︑ボケ防止︑孫にメー
りが人生新たな門出でしょう 活に溶け込んできています︒ 訳です︒
高校３年間の学生生活より︑ ルを送りたい︑いや︑それ以上
か？
これからもあまり難しく考え
幅
今後ともよろしくお願いしま ないで楽しみながら﹁
パソコン﹂ 小学６年間と中学３年間の に︑パソコンのその機能が︑﹁
パソコンとの
機能を追
す︒
と付き合って行きたいと思い 計９年間の方が懐かしく︑思 広く奥行きの深い﹂
い出があり本当に楽しい２日 及し︑より有効に活用しよう
ます︒
かかわり
間でした︒参加人員 名
とする精神にほかならぬこと
これからも︑豊齢研ＩＴサロ ではないでしょうか︑一般に
パソコンのきっかけは︑友人・
ン会津の皆様と︑もっと深く 単調なことは飽きやすいもの
子供とメール送信でもと︑気
ワードやエクセル及びデジカ ですが︑それでも進歩なし︑
楽な気持ちから始まり︑丁
メなどの技術を習得していき 横文字苦手な高齢者には一
度その時に︑友人であ
たいと思いますので︑今後と つの弊害かもしれない︒
る鏡淵さんから︑この
もよろしくお願いいたします︒ しかし︑マニュアル︑操作方法
会への誘いがあり︑入
会した訳です︒
教本を見ながらの反復練習
パ
ソ
コ
ン
に
か
か
その時の入会資格が
を しながら︑俗に言う﹁
体で
わ
り
を
持
っ
て
歳以上でしたが︑教
覚える﹂
ことが大切で︑一つの
室に入りましたら︑皆
豊齢研に参加させてもらい︑ 私とパソコン
目標を達成できた時の快感
について
さんのチャレンジ精神 はじめて﹁
パソコン﹂
に触れてか
は最高です︒ そこにパソコン
の素晴らしさ︑よって ら︑早いものでもう１年半に
の良さがあり︑興味が湧いて
私も挑戦が始まった訳 なりました︒ この間皆さん
くると思われます︒情報収
豊齢研ＩＴサロン会津に参
です︒
に色々なことを習い︑又︑自 加させて頂き１年５ヶ月にな
集に︑文書作成に︑メール更
インターネット・
ワー 分でもそれなりに勉強して︑ りました︒
新に︑奥様方には家計簿チェッ
ド・エクセル・デジカメ 少しは出来るようになりまし
クに︑種々自己の好み︑そし
現役の時のパソコンとの関係
パ
ソ
コ
ン
に
思
う
と新しい言葉が次から たが︑奥が深いというか︑次々 は︑業績管理で本社の規定の
て実用生活に活用できるよ
次へ
︑奥の深さが出て と新しく覚えることが出てき フロピーがありそれに数字を
生涯学習の一端とし︑又︑ う進めて行きたいものです
来て今までとは違った ます︒
入カする簡単なものでした︒ 時代の波に乗り遅れまいとし
別世界の言葉一つ一つ しかし︑それ全部を覚える
ワードやエクセルのわからな てパソコンにチャ
クリアーしなければな ことは出来ませんが︑自分の かった私は 文章は全部下書 レンジして３年
りません︒︵未だ解り 興味のあるものだけでもひと きして人に頼んでいましたが︑ になるが︑さ
ません︶
つひとつ︑ああでもない︑こう 豊齢研ＩＴサロンに参加させ て︑なにを理
でもこの会に入って救われ でもないと色々やってみて︑ て頂き︑何とか文章が作れる 解し︑どのよう
ることは︑反復学習が許され︑ 目標が達成できたときは非 ようになりましたので︑今回 な効果をもた
らしただろう
又︑皆さんが認めて下さる 常に楽しく嬉しいものです︒ 同級会を企画しました︒
まずは︑名簿作成に今まで か考えてみる
事です︒
今は半年くらい前に購入し
新しいことを真っ直ぐ進むパ た﹁
デジカメ﹂
を主にやってお のものを参考にし︑変更され に︑スタート２︐
ソコンなら苦しみだけで︑楽し ります︒妻が山野草が好きで た部分を訂正して作成しま ３年は種々操
みが出てこない内に脱落だっ 庭に植えたり︑鉢物も何鉢 した︑次に実施の日程︑ホテ 作をマスターし
たと思いますが︑この自遊楽 もあります︒春から咲き始 ル交渉を行い何とか案内状の ようとして懸
命に打ち込ん
校は字の如く楽しみながらパ めたこれらの花を写してくれ 作成の運びとなりました︒
これも偏に︑豊齢研いＩＴサ できたが︑さっ
ソコンと仲良く一つ一つ積み と頼まれて撮り始め︑すでに
重ね︑やっと重なったものが ３百数十枚になりました︒こ ロン会津の皆様と会に参加を ぱり進歩なし︑
又崩れ︑繰り返し覚え︑皆さ れをプリントしてアルバムにし 勧めてくれた岩崎君のお陰 これもよる年
波高齢にせい
んと自由に﹁
わいわいがやが たら非常に喜んでくれました︒ と感謝いたしております︒
ちなみに︑我々の中学校と にしておこう
や﹂
と楽しみながら︑パソコン 又︐孫達も写真を撮ってすぐ
のかかわりが出来た事です︒ にパソコンで見れるので︑何か は町村合併前は耶麻郡豊川 か︑その理 解
﹁
年を重ねただけで人生老い があるとすぐに撮って撮って 村にあつた１学年２組と︑小 度は︑率にす
さな学校でしたので合併後 れば１︑２％で
ない﹂
とせがまれます︒

)

や肩を動かして︑特定の筋肉が緊張し過
ぎないように注意すること︒
また︑たって歩くことも大切︒動的な筋
収縮が行われ︑血液の循環がよくなるか
らです︒
専門医が奨める
パソコン作業のリフレッシュ法は︑
①化粧室に行く
②自分でお茶を入れる
③体操︵
自己流でも可︶
④１日に３回︑壁際に立ち︑
良い姿勢で 秒間背筋を伸ばす
などです︒
ぜひ︑試してください

,

(

福井幸子さん提供

芥川志郎

勇

竹内

パソコンとの
かかわり
新しいことにチャレンジす
る事が好きだった夫が︑ＪＤ
Ｌのワードプロセッサーを購
入して︑毎日の仕事に使う説
明書︑指示書︑経理に使うい
ろいろな用紙を試行錯誤し
ながら自身で作成したのはも
う１０数年前のことです︒
東京から戻り一緒に仕事
をするようになった息子が︑
ノートパソコンを毎日抱えて
出勤してくるようになりまし
た︒それ以前に仕事場では︑

正しい姿勢で
健康な毎日を
家庭でも急速に普及しているパソコン︒
パソコン作業に熱中していると︑いつの間
にか背中が丸くなり︑頭痛やめまい︑
腰痛などの原因になります︒

﹁
パソコン作業で悪い姿勢になってしまう
のは︑その多くが椅子に原因があります︒
人の身長や座高がそれぞれ異なるので
すから︑高さを細かく調節できる椅子
が絶対条件です︒﹂

ます︒そこで︑操作の合間にこまめに首

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

詳しくはホームページへ
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ところで︑イラストのようなよい姿勢で
も︑同じ姿勢を続けていれば体は疲労し
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