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プロップ ･コンピュータセミナーPLZASE2も3月から原罪にスケジ1-ルがこ7告ぎれていますoPC-9801

コースも勅遂にのク､充実L,でき71-今Bこの免 今回は､98セミナーの講師ボランデイアさ,4,､受講生の

み7iさんをこ溜 介 しますO

☆コンピューターを教えていただけるボランティアさんは､現在も随時募集中ですので､御興

味のある方はプロップ･ステーション事務局 (ⅧLPAX鵬188110041)まi:･ご連絡くださ～い !

-楽しい出会いを待ってます !!

ボランティアさんからです｡00

私は丁シルバーアロワナ｣と申

します｡河内長野に住んでます｡まだ生まれて2年

半ですが ､ L身長70cm､バス ト20cm､ウエス ト

24cTm､ヒップ15cmのセグシーな体型です.体重は
まだ計ったことはないんです.(.

さて､今回なぜこんな風にペンを取ったかと申

します と､私が飼ってい･る人肝 ｢木地本｣が98七

一一÷≠-.に-て皆さんの邪魔をしているー-らしい､とい

う噂を聞いたからなのです｡本誌に載せる文を書

いてください､という依頼も今 日初めて知った串

いう次第です｡ (実は〆切をとっくに過 ぎてい

る｡)

私は ｢0mceDD｣という小さな会社を営んでお

ります｡まだ法人化もしていない吹け喋飛んでく

ような会社です｡ ｢ポリプテルス｣や ｢オキシド

ラス｣など魚の社月はたくさんいますが､ ｢木地

本｣は唯一の人間の社員です.仕事内容はと申し

ますと､パソコン導入の支援､導入後の指導 ･教

育などをメインとしております｡ただ小 さい所な

ので大手への仕事ではなく､個人や個人商店など

がほとんどであります｡ ｢木地本｣は､熱帯魚雑

誌やパソコン雑誌の記事も書いており､最近はそ

ちらの方が忙 しくなってきてるようです｡また

ジャストシステム公認インス トラクターであり､

一太郎のことなギでわからないことがあれば聞い

てやってください..彼昼不勉強ですからきっとわ

からなシ_,_と思いますが､ジャス トシステムインス

トラ毎 ㌻津 ギアナ という強力なバックがありま

すので､少 し時間をいただ頼れば回答できるので

は?という′藤 じです｡

〔私､ シルバ ーア ロナワです〕

この98セミナーに参加 して

皆さんがとそも暖か く､障害

者の方からも教えていただく

ことが多 くどちらが生徒だか

わかうん､と彼はつ くづ く申

し七ます｡､

〉まわりの人からは､ ｢きじ

やん｣と呼ばれているよう で

す｡ ｢おい､木地本｣ とか

｢きじやん｣ とか呼んで盛て

やって ください｡′｢お手｣
｢ぉ′かわり｣｢お座 り｣｢お

預け｣ ぐらいの~しつけはして

あります｡これからもよろし

くお願いします｡

*超ユニークを 木地本

昌薪 (BCも と きざや)

氏です
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名前 :プチ トマ トさん (ハンドルネーム)

参加種別 :受講生 & ボランティア

MS-DOSの基本操作からユーティリティのFD､

そしてお馴染みの一太郎 ･花子 と無事通過し､い

よいよ今月からメイン･メニューのCADに突入し

ました｡MACの初代受講生の一人であった私は､

IllustratorやPhotoShopなどコンピュータが導く不思

議な世界に毎回毎回目を見張 り､不謹慎にも学ぶ

と言うより､ゲーム感覚の楽しみながらの受講で

した｡ところが､一転 して今度は禅ゾーンに紛れ

込んだかのように無駄口ひとつきくでもなし､た

だひたすら画面 とにらめ?この真剣 な面 も､ちの
顔 ･顔 ･顔 - - ｡無理もない､MS-DOSでワイ

ワイガヤガヤ楽しんでいる人がいるとしたら､こ

れは余ほどの天才かは-たまた紙一重の方でし≠
う｡とにもかくにも無事にCADコースにたどり着

けました｡

アプリケーションソフトのDYNA･CADは操作

が非常に簡単で判 り易く正に初心者にうってつけ

のソフトだと思います｡CADがなんたる物かよく

理解出来ていない人でも抵抗なく入っていけそう

です｡

この_コースでは微力ながら私 もお手伝いをさせ

て戴 く事になりました｡横に摩っていますと受講

生の方の熱意がひしひしと伝わって来､私自_身忘

れていた何かを呼び覚ましてくれるようで､決し

て生半かな知識ではなく本格的にCADの本質を見

極めて戴きたいと切に願わずにはおれません｡

*豚か厚岸をもつプチF･マF･さんO

プロップネッF･で､セミナーで大店膚ですJ

名前 :正井 正巳 (まさい まさみ)_さん

所属 :大阪ガス

もっともなじみ深い機種である98セミナーが関

係スタッフの努力により､又NECさん等のご理解

により､開講されたことはほんとによかった｡

pRの浸透につれ､又専門コースに入ったことも

あって受講者,見学者も増えさらに相談も相次い

でおり対応にも熱がこもって､活況を呈 してきま

した｡

私自身､障害者の立場を考える良い機会である

し､何よりも障害者の方と知り会えたことはより

理解を深めることに,なった.

雇用に尻ごみする企業が多いけれど､障害者用

周辺機器の開発も進んできた｡能力さえつければ

企業に自信を示す良い機会だ｡情報網をふるに活

して支援活動を展開すれば､理解 も深まると思
ヽ
つo
>>セミナーの運営についての准看<<

まだスター トして間もないので未熟な面 も多い

が､職業的自立をめざす障害者にとって1回/過2

時間程厚のセミナーではたしてマスターできるだ

ろうかと思う｡専門コースにいくほど基礎の積み

重ねが大切だと思う｡そこで､

1. 月に1回くらいは休日を利用したセミナー

を､半日程度かけてできないものか

〔場所の確保が困難かも知れないけど〕

2.セミナーのステップ毎のフォローが大切

〔知らないまま進むこと甲ないように〕
3.1回/過のセミナーを補充するものとして

パソコ㌢通信伊ROPNET)による補助教育シス

テムの構築の取 り組み

受講生のみなさん､頑張って下さい｡

*ネッF･でFi

rせんiiく ろきんJ

さん｡

/発送作業 をども手

伝って下さる温厚で､

B好は無口7IJ:おじ頗

<<9番セ ミナーの

様子>>
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この辺 で受｣者達の方の彪介です･:･㌧▲÷
受講生業話人日野_*･:･こ･:･こ
名前 :岩宮 誠 (いわみや まこと)さん

勤務先 :ワープロハウス

･朽 コン軍 :8年 (といっても､もっぱら｢98｣に
ワープロソラトを入れて触っていただけ)

プロップのセミナーにお世話になり始めたの

は､かの有名(?)な ｢京愛｣ (歯の浮 くような芸名

ですネ)さんが私の幼なじみで､彼から ｢お前も

ワープロの仕事七てるなら､ちょっとは勉強 して

きたら?｣､ ｢そやなあ｣という会話がきっかけ

でした｡パソコン歴8年と言っても､ rMS-DOS』

の rM』が辛うじてわかる程度でした｡

仕事がらデータベースの概念などを学べたらと

思し.､､ついでに触るのももったいないと思ってい

た ｢マウス｣なるもわにも対面 したいと思ってお

りました｡ ｢チウス｣- ｢CAD｣などと思ってい
た私には良い勉強七なりそうです｡

このセミナーを受けたからと言って､すぐに就

労できるなどとは､どなたも思っておられないと

思いますが､こういった ｢OA関係｣は身体にハン

ディのある私たちにとって､社会参加できる可能

性のある分野であ▲ることは疑いのないところだと

思います｡

たとえ専門的な技術は身に付けら.れなくても､
ボランティアゐ方々と由会い,-そこからいろいろ

なコミュニケ-pショ-ンの垢が広がり､またボラン

ティアの方々にも私たちのととを知 うそ理解 して

戴ければ､このセミナーはその役目を果たしたと

言ってもよいのではないでしょうか?

セミナーの更なる充実と発展をお祈 りすると共

に､履修終了後も何等かゐ形やお手伝いできるこ

とがあればと思っている次第ですム

*fL店IF-:L.(.そL')IJ･:L.さが r線女/L')できllい

原因では J?ジ3-クもいける.-"紛快を若宮さんb
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受講感 け12人目数一事(#_#)

名前 :木野内 孝史 (きのうち たかし)さん

勤務先 :ワープロハウス

感想 :初めて､セミナーに参加するようになっ

て､今まで詳 しくわからなかったパソコンのこと

が少 しずつ分かるようになりました｡説明もわか

りやすくとてもいいです｡

最初は､文字の打ち方や一太郎のシステムのコ

ピーを何回も失敗 しましたが､今では上手にでき

るようになりました｡

まだまだ組み込みの方法など､いろいろ勉強す

ることがたくさんありますが､がんばっていきた

いです｡これから､他のソフトも勉強 して､将来

何かの役に立てるようにがんば ります｡

+二介助の方と適っておられるC.P.の青年です.

● ● ● ●一● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
オース 7,8月の予定】

(掴程など変更になる事があります｡

予め､電話で買確認ください)

●開催日;毎週金曜日PM6･30-PM8:45(但 し､

●場 所 ;NEC関西支社2Fセミナ一室

日

7月9日(金)

7月16日(金)

7月23日(金)

7月30日(金)

8月 6日(金)

8月13日(金)

8月20日(金)

8月27日(金)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

セミナーの内容

3DICG講習PYNA

3D-CG話習(DYNA

3D-CG講習脚YNA

3D-CG講習のYNA

3D-CG講智pyNA

jD-CG講習(DYNA

3D-CG講習(DYNA

3D-CG講習(DYNA

pM6:00から準備)

PERS1/8)

PERS2/8)

PEAS3/8)

PERS4/8)

PFRS5/8)
Pn S6/8)

Pn S7/8)

PEES8/8)

●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●
●
●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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受講生…熟 人目至宝j:==.軒} (#_#)*}

名前 :寺本 久美子 (てらもと くみこ)さん

私がプロップ ･ステーションを知ったのは､主

人 (俊道の却栗 さん 日 の見つけた新聞記事から

で した｡新聞記事の写真の 中に知人の顔 を見つ

け､す ぐに電話をしていろいろセミナーの説明を

聞きました｡

夫婦2人ともパソコンを習ってみたいと思ってい

たときにその記事を見て､ますます ｢習いたい｣

という気持ちが強くなっていきました｡

早速､プロップへ電話をかけ､ ｢主婦でもいい

ですか?｣ と開いたところ､これはOK!というこ

とだったのですが､ ｢定員オーバーで9月からにな

ります｣ とのお返事でした｡

しばらくして､ ｢1人来られなくなったので､ど

うですか?｣ とレ_,う連絡を受けたときには､うれ

しくって､うれしくって ･･･｡

いざ､参加 してみると､私が考えていた以上に

初めてづ くしのことばか り｡内容 もむずか しい

し､なかなか思 うように手も頭 もついていかな

い｡ で も､ボランティアの人 たちの熱意 を感

じ､ =こんなことぐらいでは負けられない !" と

ガンバッテいます｡

私がガンバッチいるのを見てか､主人も早 くし

たかったのか､一度見学に来たのがきっかけで､

今では二人揃って受講生としてお世話になってい

ます｡不安はありますが､最後まで~ガンバローと

思っていますので､よろしくお願いします !

* * * * * *

*久美子さんは卵朗快活o却央 さんは渥細そのも

のo おふ71･クともC.P.で､初見さんは､.草椅子を併

用 されていますo毎LgT､タクシーで適って乗 られ

るお似合いのカップルです /

受講生掛 人目:;-き.i-;I:≡-iiif_*(#_#)*_チ(#_#)

名前 :寺本 和央 (てらもと かずお)､号んノ ･

オフコン (オフィス ･コンピュータ)は､10年

やっているが､パソコンは初めてなので､不安は

あったが､ ｢なんとかなるやろう｣と思い､セミ

ナーを見学に行った｡

受講生の中に知った顔 もちらほら居た｡見学に

行った日からいきなりパソコンの前に座ってキー

ボー ドの操作 !一 見学のつもりが､幸か不幸か､

自分がパソコンに触 ?た｡前々からパソコンを

やってみたいと思っていたところであり､実際に

触れてみて ｢これならやっていけるなあ｣ と思っ

た｡

家内の方が先に受講 して､私は9月からの予定

だったのに､ ｢ご夫婦でどうぞ｣ と誘われて､

｢ラッキー !｣｡幸い6月から会社もパソコンを導

入するので､よい時期に受講 してよかったと思っ

ている｡

横についてくれるインス トラクターの人々は毎

回変わられ､教え方もさまざま｡丁寧にゆっくり

教えてくれる人､自分自身でやってしまわれる人

(手が速 くてついていけない)等いろいろ居て実

におもしろい｡

パソコンを始めて､パソコンの奥の深さに驚い

ている｡ I

パソコンをマスターして､将来は製図ができれ

ばこ~と思うています.~もし､~会社 を辞めることが

あっても､コンピュータの仕事をや りたい｡パソ

コンを今から (年齢的に遅いかなあ?)習ってお

けば何か役に立つのではないかと思っている｡

これからの安講は､だんだんむずかしくなると

聞いているので､ついていけるかち.よっと不安が

あるが､セミナ｢終了まで頑張 りたいと思います

ので､よろしくお願いしますo
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受講生芸喜…5人日章薫*_*(#_#)*_*(#_#)*_*

名前 :向阪 恭子 (こうさか きょうこ)さん

今回のセミナーを受講 して本当によかったと思

います｡

というのは､私は昨年末から仕事上のことや職

場の人間関係のことで悩んでおり､ちょうどそん

な時にプロップのことを知 り､さっそく応募 しま

した｡そしてみなさんと巡り会えたことが私を勇

気づけ､ともすればやる気をなくしそうになって

いた私に､再び希望がわいてきました｡

本当は､マックの方を受講 したかったのですが

(欲張 りにも両方を受講 したいと申し込んだので

す)､すでに定員いっぱいとの連絡を受け､98の

コースに入りました.

みんなとても親切由 旨導 して下さるし､先生の

方が人数が多いという､こんな賓沢なセミナー

はないと思います｡おまけに受講料もいらないな

んて､なんとありがたいことで しょうか｡みなさ

ん方が神様のように見えてきます (ボランティア

教会 ?).そしてミ受講生はみんな重い障害を

奮っていながら､⊥生懸命がんばって生きている

人たちばかりです｡私は､自分が障害者でありな

がら､最近までこういう障害者の方々の中に入っ

たことがないのです｡だから最初､足 でコン

ビュ-夕を操作する方を見て驚きましたが､不自

由な手足でも結構コンピュータは扱えるものだと

いうこともわかりました｡

私のコンピュータ歴は､もう7､8年でしょうか｡

でも､主にワープロとしてしか使っていません｡

今でこそ､こんなにコンピュータが出回って いま

すが､私が障害者になった当時 (24年余 り前)は

ワープロも何 もありませんでした｡もし､あの当

時からコンビュ⊥夕があったら､私の人生はもっ

と変わっていたかも･しれません~｡というのはラン

ビュータが大好き声七､その己孝から勉強してい
ればまだ若かったか

かもしれないO-じゃ

と僧ノの仕事に就けた

宅も､聞こえなくて

も､ワープロ､77-:yク木 パソコン通倍がある

し､キーボー ドが打でなくてもトラックポー~ルや

マウスもある｡そういう点でコンピュータという

ものはまさに障害者のために開発されたものとい

えるのではないで しょうか｡だから､これを利用

して就労に結び付けよう七するのは何 よりも安当

な考えだと思い､ます｡

セミナーが全部終らても､私はOBとしてずっと

参加 していきたいし~､次回はできればMacの方を受

講 したいと思っています｡そ-Lて自分がお世話に

なるばかりでなく､何かお役ヰこたてる人間になり
たいと思います｡

再び､ボランティアさんの彪介ですooo

氏名 :国本 晃代 (くにもと まさよ)さん

勤務先 :㈱ダイナウェア

障害者のみなさんには､キーコマンドの使用を

勧めた方がいいように思いますOセミナーは少

し､空き時間が多いような気がしましたが､受講

生の方にはちょうどよいスピー ドなんで しょう

か?

ダイナウェアの社員は､みんな忙 しくて用意

(サンプル図面､保存用フロッピー､プロテク

ト キーコマンドの一覧表コピーなどなど)が十

分にできてなくて申し訳ありません｡

最後まで､みなさんいっしょにがんばりましょ

う!

+-セミナーの顔､受諾生の誘かれi･卓で駅まで送っ

て下さるこやぎtいお顔ざんす

-38-
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氏名 :虎松 宏和 (とらまつ ひろかず)さん

勤務先 :㈱ダイナウェア

肩書 :建築家 兼 探検家

その1･CAD講師として ･･

いきなり｢講師をやらないか』と言われて早1ケ

月｡勉強する方も初めてなら､教える方も初めて

です｡ ｢まず､何を教えたら良いんやろ｣から始

まり､ ｢建築の図面なんか､見てもらってもわか

るんやろか｣まで､講師するのもチンプンカシプ

ンです｡

最初は ｢こんな半信半疑な気持ちでは無理や｣

と思い､｢でも一度見に来てください』と言われ

てセミナー会場を覗きに行ったのが道のつき｡そ

の数時間後には "CADの先生誕生"とあいなりま

した｡-

私のCADとのつき合いは､かれこれ5年位になり

ます｡まだ32ビット機が夢の彼方で､16ビット主

流の時代｡スピー ドもとろくて∴日影計算なんか

は夜 (11時頃)事務所を出る時､Retum Keyを押

し､翌朝出勤するとなんとか終っていたというよ

うなことがよくありました(̂_̂;;)-これで､エラー

でも出てれば､泣くに泣けません ･･･｡

そしてバブル時代を迎え､cADは現場､積算部

門からどんどん業界に広がっていきました｡しか

し､設計者という者は結構頭が硬 くて､なかなか

ドラフター (図面を手で措 くための道具)'がキー

ボー ドとかマウスに変わってくれません｡特に意

匠設計する者にとって､長年慣れ親 しんだトレペ

(トレーシングペーパー)の上でのデザイン作業

をスクリーンの上でするような頭の切 り替えに

は､まだしばらく時間がかかりそうです｡

cADが使えるようになる､ということは単にソ

フトの機能が使えるだけでなく､建築､機械､電

気それぞれの分野の知識も必要です｡そういう意

味では､決して楽なセミナーではないと思います

が､逆にこれを機にそれそれの分野に対 して興味

を広げて′もらって､ただcApで図面を措 くという

世界だけに留まらず､′勉強を続けてもらえれば､

cADP知識をもっと生活に活かしていけるのでは

ないでしょうか｡

その2･探検家 として ･･･中国の話

どうも､この日本社会にいると探検家というの

は小数民族で､その肩書だけがやけに一人歩きし

てしまう｡今の会社に入る前に ｢どうやら今度､

探検家とかいう奴が来るらしい｣ とのウワサが流

れ､まるで当初は怪獣か恐竜のような扱いでし

た｡ (確 か にそれ に近い もので はあ ります

が ･･･)

年に1回とは言わなくても､2-3年に1度 くらい

は (行 きたい人は)探検 とか長期ボランティアな

んかに参加できるよう'になtり､社会 もそういった

事を認知 してくれぼ､こんな事もなくなると思い

ますが｡ (しかし､そうなるとマスコミもいちい

ち取 り上げて_くれなくなって､寄付集めに苦労す

るな !)

ところで､中国へ6ケ月ほど行ってきた訳です

が､何をやっていたのかと言いますと､中国の一

番奥に位置する ｢タクラマカン砂漠｣ という廟

を､ラクダのキャラバンを引き連れて横断 LT-き

たのです｡



I
托 Aが芹だ良一No.J6.挟歳 .lABBセ言ー岩去 J∫

ラクダ40頭ほどに食料 (人間とラクダの分) と

水､そ

歩いて

だった
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ん

な

て装備 を積み込lんで40日､1,000kmほどを

ました.当初は3ケ月3,000kmを歩 く予定

ですか､予算の関係で1/3にカットという

って しまいましたムそれでも砂漠の自然

の厳 しさに変わりはありませんでしたが ･･･｡

別ゐグループは､砂漠の周 りのオアシスの街々

を訪ねて､)J､中学鹿や舞醇団なんかと国際交流 を

深めそきました.1この街に峠､これほど大規模な

外国人の交流団が入るのは初めtのことで､それ

こそ恐竜が現れたどころではない程の大騒ぎで し

た｡

革は招待所 (ホテルですが風呂はなく､ トイレ

も鹿町 こならてD'阜 )-を出て､よくバザール (市

場)に遊び_に行 き､ました｡このバザールは食料だ

けでなく､ラ_タダや馬まで揃います｡食料は日本

のまうに1づずつパックに入っているなんてのは全
く無 く､肉な塊で店兎に吊 り下げてあり､羊や鳥

は生 きたまま売っています .そしで,買った羊を

連れて帰 り､家でさばいて料理するのです｡ま

た､肉まん虚やラーメン (ET本q)うギん位､ トマ

トソ-スをかけたようなもの),屋､′そして串ざ,L

にした羊の肉を炭火で焼いたシシカバブこ屋が大

繁盛 していました｡

日本では､タクラマカン砂漠 というと､人も寄

り付か斡不毛の大埠∴と思わTLがも車すが､こん

な所 に遥かシ)再 ロー ドの頃よりの文化があり､

営みがあります｡

自然やゞ美 しく厳 しいだけに､人と人の出会いが

より温かく感 じられた中国の族でした｡

+CADと超絶,不思議を､でも何か魅力を感､じる凝

み合せですネ｡

今回のセミナー報告はいかがでし71･か-?_まだま

だ好介 し711いのですが､､､ま71･今度 ですoお楽

しみに J∫

プ 日ツゲ コンビ速一 身セ ミナー 受講生大募集 !

セミナー内容 ;Macintoshセミナー

P C-9801セミナー

各セミナーの詳細な内容はFLANKERの前号をご参照 ください｡

スケジュール ;1993年9月～1994年2月

MaclntOShセミナーは毎週水曜日 (ボランティア協会､グランドビル)

pc-9801セミナーは毎週金曜日 (NEC関西支社)

(なお､上記は都合により変更することがあります)

受講資格 ;就業を目指す方で､何等かの障害がある方｡

受講料 ;テキス ト代､会場 レンタル代等の実費を負担 していただきます｡

連絡先 ;受講希望者はプロップ ･ステーション事務局までご連絡 ください｡
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7月14日(A)ク●

7月21日(求)
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-iM8:45
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りますO予軌 電話でご確認ください)

(ただし､PM6:00から準備)
ランドビルⅠ5F (原則第2､4水曜日)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

4Fセミナ一室 (原則上記以外の水曜自) :

ミナ-の内容

TP講習d(QuarkXpress1/4) 7-叩●ラミn '講習C(ThinkC1/8)

TP講習b (PhotoShop1/4) 7.ログ●ラミ雄 講習C(ThinkC2/8)

p-DTP講習d(QuarkXpress2/4) 7'叶 テミけ 講習打(ThinkC3ノ8)

7月28日練 )グ'ランドヒ●ル EDTP講習b(PhotoShop2/4) 7'ログ'テミn'講習C仕hinkC4/8)

8月 4日排 ) ボラ協 DTP講習d(QuarkXpress3/4) 7.

8月11日
8月18E1
8月25日

●
●

●

● 9月､

タ'nドヒ●)V DTP講習b(Pho【oShop3/4) 7.

ラ協 DTP講習d(QuarkXpress4/4) 70

/ドヒ■ル DTP講習b(PhotoShop4/4) デ
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5/8)

6/8)

講習C (軸inJkC7/8)

講冒 C (ThihkC8/8)

phase3の初心者コース及びphase2の作品制作を伺時並行や行 う

: グランドt.ルの予定 ;9/8(水)､9r20(月)､1b/12(火)､▲10r27(水)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●●
●

●●●●●●●●●●●●
-40-




