
(4)ハイパーカー ド孝

大域雅致

Macintoshを知ったのは3年前､classicが発売さ

れていることを知ってからです｡マックはそれま

で持っていたコンピュータのイメージを完全に払

拭させてくれたマシーンです｡それまでの某国民

機の16ドットの汚いキャラクターばかり見慣れて

いた目にはカットアンドペーストでなんでも切り

貼 りできるファインダー環境の快感､スクリーン

セイバーの楽しさ､マウスによるグラフィックの

愉快､どれをとっても既成概念を打ち砕くもので

した｡

ワープロで制作されたテキストをMS-DOS上で

階層化 し､grep､データベースソフトなどで検索

するといった利用ばかり提案されていたころで

す｡
デ亭タル化された文章だけで､馴 こができるの

でしょうか?あくまでも書類が電気的な信号に置

き代おっただ櫛でをんゐ意味があるというので

うまでの漫然七し

きツビュー夕のデーターペーJ

スのようにできているのではないそうです,たと

えば､あ､る事象のことをデータベースで東根ると

き､たぶんその事象を示すのに使われるであろう

キーワードを知っておかなければなりません｡

キーワードを知らなければ､永久に調べることな

どできないのです｡

とある裡月の一日Part3

その点､MacintoshのHyperCardは蛸の記憶構造

と類似 した検索機能があるとレiぇます｡

ハイパーカードの進んだ考え方は動的リンクと

いう考えです｡つまり情報から情報へと､その場

その場で必要な情報を渡 り歩くことを目的に考え

られている点です｡ちょうどス トーリーのない

ロールプレイングゲームのように ･･･｡

私の夢でもありますが､Macintoshの究極の目

的は､ ｢知識 (情報ではない)もしくは経験の共

有化｣であると思うのです｡誰もが他人の知識に

アクセスできて､その人の経験を借用することが

できればどんなにすぼらしいでしょうか｡

ハイパーカー ドはまだまだ制約か多いながら

も､その入り口に一番近いソフトウェアだと思う

のです｡感覚的にプログラミングできることもバ

イバーカードの一番の強みです. (その反面セン

スのよしあしがはっきり出ますが ･･･∧∧;)

どうでしょう､私達と一緒にスタック作 りをは

じ頑でみませんか?

いかがですか?これだけパワ7ルな男達たちに

囲まれてビシバシハイパーカードのプ臼グラミン

グを習うことができる受諾生の皆さんは幸せ者

(?I)ですboハイパーカー ドをむっと知 りたい人

はプロップでボランティアするしかない!!

有能なSEを夢見るしプログラマーR

写真 ･イラス トとも

4人組提供
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凡 ANKERNo.7 バイト人登場

壁人トイ守メ

森本 恭 演 (もりもとやずひろ)

J~応援されてます.1巌たちJJJと思ったかどうかは定かではないけれど､98セミナーに参加 し､セミ

ナーに多大なご協力をいただいている㈱ダイナウェアでアルバイト体験をした森本 くん｡彼に今の気持ち

を聞いてみましたo

寅さん流で､失礼させていただきます｡

わたくし､生まれは鎌倉､育ちは吹田｡姓は森

本､名は恭演 (やすひろ)､人呼んで ｢もっつあ

ん｣と発 します｡

故ありまして大学四年の夏､大病を患い意識不

明となり､危篤状態から一命を取り留め､やっと

この5月から皆々様とのお付き合い｡

プロップ ･ステーションのセミナー参加で､し

ばしの夢を結ぶことに相成りました｡

私､この大病で言語機能が失われ､頭から全く

言葉が消えておりますが､この度セミナーの支援

会社である株式会社ダイナウエアの皆様のど厚意

により､光栄にもアルバイトの機会を与えて戴く

ことになりました｡

セミナー ･ボランティア講師である､ダイナウ

エア社員の皆様の温かいお力添えと､プロップ ･

ステーションの皆様からの励ましのお陰です｡心

より御礼申し上げます｡

奮闘努力いたします覚悟にございますれば､何

卒にも新参の身もちまして､来し方いちいち声高

に発しまする失礼の儀､お聞き流しの上､よろし

く御鞭接の程､この席かりまして伏してお琴い奉

ります｡

思い起こせば､参事りに恥ずかしきことの

数々｡今はただI､後博と反省の日々を過ごしてお

ります｡ ～

プロップの皆々様､ダイナウェア.の芦や様に

は､私の不自由卑知識の姿で､大変ご迷惑をおか

けいたしており､何かにつけご援助をいただき､

なんとか仕事をやっている状態です｡

私にとって､一生が言語の訓練です｡手足は動

きますが､言葉が出ません｡正しく醜明､話もで

きませんが､たった一度の事跡を願って生き,_るよ

り､たった-つの自分の道を歩きたい｡迷わない

で､焦らないで､悩まないで､鼻がないで､変わ

らないで､忘れないそ歩み続けます｡

今､とても幸せです｡

人生の金メダルを目指して頑張ります｡

つねに､心の中で ｢ありがとう｣と､つぶやく

毎日でございます｡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
98セミナーに､たくさんの自社開発ソフトをご提供下さっている､株式会社ダイナウェアのご協力で､

セミナー受講生の森本 くんが ｢アルバイト体験｣をさせて戴きました｡感謝にたえません｡

森本くんは重い病が元で､言葉を全 く失いました｡お母さんと二人で､絵本､教科書､辞書など､あら

ゆるものから ｢文字｣と ｢言葉｣の勉強をされ､ようやく ｢対話粟らしきものができるようになりまし

たOその血のにじむようなご努力には､全 く頭が下がりますOバイト中は､不思議と記憶に残ったコン

ピュータの仕事はできるものの､日誌が書けない､周 りの人の指示が分からない一一一等々､厳しい体験

であると同時に､手を差し伸べて下さるダイナウ土ア社月の皆様に､感謝の日々であった,iうですO

本くん｡笑顔の素敵な青年です｡今回は､大好きな ｢寅さんの口上｣に､自分の言葉を綴りまぜて作った

文章を､ ｢FLANKER｣に寄せて下さいました｡森本くん､これからも一緒に歩んで行きましょうね !

(ナミねえ)
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rIBMJ

ア クセシビリテ ィ 関連機器 IV ｢lBM｣
同番罪宵 D旺- p国息株式会社

係長 関根千住さん

SNSは､大きく2つの製品群に分けられます｡1

つは､障害者自身が使うもので､AccessDos,
キーガード､それに日本語スクリーン･-サ レイ

ラーです｡詳しくは右ページを見て頂きたいので

すが､基本的な設計思想は､健常者が使うパソコ

ン環境と同じ環境を障害者に提供するためのプラ

スアルファの製品だということです｡たとえば､

日本語スクリ∵ン･プレイラーは､いわゆる点字

ワープロではありません｡隣?人が使っている

DOS〝ソラトを､視覚障害者が同じように使うた

めの製品です｡AccessDosは､緊急立ち上げの機

能など､一台のPCを障害者と健常者が共有する

ためのいろいろな工夫がなされています｡

2つ目は､医師やセラピストの指導のもとl羊使

うもので､SpeechViewer̂tTH殖 ablte/2があり

ます｡双方とも欧米の長い臨床経験に基づレ亘 作

られたもので､音声やアニメ､写真などを活用_し

て卑 しこく?LL蝉でき去マルチメディアソフトですQ+/11←■
某譜版セナが､泊L本語も一部サポートしていま

IBMには,この他にも声や視線だけの

ものなど､､バごチャ)I,_･1)ア1Jティに

最先肝ジラトもいくつかあります｡感

SNSセンター(

･Bg頗さんは以静から /瓦 ANXERJの77ンと

の事で､今回は rSNSセンターJを代表する形で

書いて下さいました｡
*** *** * *******

かわいい表紙だなあ､何書いてあるんだろ､と

手にとってみて､ややっこれこそ､私の探してい

た障害者が読むための雑誌だ !とキョ-キしてし

まいました｡どうして日本って介護する側の雑誌

しかないのかしらんとつねづね不満だったので

すo

私は子供のころ歩けなかったのですが､2年間

チ-シ:3ン･ヤンサーの中に SNsの製品の二部

を常設展示しそいただけることになりました｡1是

非､触って試 してみてくださいね｡

覚代行の製品として早く日本語の衆境で動かした

いと考えていざす｡

いまIBMのSNSセンターは､部長の佐々木､副

部長の脇田､そして私のたった3人｡開発チーム

は別にいるにせよ､なかなか関西地区に手が回り

ません｡どなたかDOS/Vマシンをお持ちの方､

サポート ボランティアを買ってでていただけな

いでしょうか?ほんとに技術ボラって､世の中に

少ないんですよね - ･･｡

一つ朗報があります｡IBMでは､パソコンの全

機種のハード､ソフトを障害者の方､または障害

者を支援する非営利団体に､大幅な割り引き価格

で提供 しています｡個人の方であれば障害手帳､

団体であれば事業内容のコピーをIBM特約店にお

持ちください｡保守費用も割り引きの対象になる
そ-です｡

日本膚より安いJとのうわさデス 値 :窟集#)
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凡 ANKERNo.7 アクセシビ')ティ開運機器LVrIBMJ

製品紹介
IBMのスペシャル ･ニーズ ･システム (SNS)は､障害をお持ちの方や高齢者の生活をより充実させ､社

会参加を促進することをEl的とじています.

キーボー ドのロックや受付獲延など､キー

ボードの機能を調整するソフトです｡反復の速

度なども､0.3秒から2秒まで､好みで選ぶこと

ができます｡機能を停止 したいときは､シフト

キーを10秒押 し続ければよいので､健常者とPC

の共有が可能です02,5h00円のマニュアルを購入

すると､ソフトが付いてきます.紀伊国屋書店

箱崎営業資料サービスに申し込んでください｡

(でEL.03-3808-0180)

専一ガー ド と左 囲)

意志に反 したキー入力を避けるため､キー

ボードの上にのせる補助具です｡キーに対応す

る部分にだけ穴があいているので､正確なキー

操作が可能になります｡pS/55,PS/V,

Thin肋 ¢用があり､APTiが製作 ･販売していま

す｡17,500円｡

-23-



ソティ関連機器Ⅳ rlBMJ

2.L医師やセラピス トの指導下で使う製品

SpeechViewer II
マイクから声を入力すると､

声の大 きさ､高低､発音の正確

さなどに画面のアニメーション

が反応するので特に＼お子様が楽

しく練習できます｡先生のため

の波形やスペクトル解析も充実
していますo今は画面表示は英

語版のみですが ､ 日本語の登

録､録音は可能です｡マイク､

アンプをどは付録でつJY､てきま

す｡362,109円｡-6着囲)

TPINKable/2

認知障害を持つ人が､ ｢注目｣
｢弁別｣｢記憶｣ 口順序記憶｣の

4分野で､写真､アニメや音声な

どマルチメディアを使って認知

や記憶の回復訓練をおこなうソ

フトです｡画面に触って指示す

るタッチ ･ディスプレイもサ

ポー トしています｡結果の解析

機能は､医師の使用に耐えうる

ものです｡患者さんの使う部分

は､日本語化 されています｡

ヘッドフォン込みで254,200円｡

(左囲)



凡ANXERNo.7 京変の俳句コーナー/ふと思ったコーナー

風流 京愛の鮮働コーナー

ロわた し

不具の影欲目に適ふてやたりけり

･裸の自分を見つめつつ ･･･｡

□秋 の猫

秋の猫まをこの光放ちけり

･秋の夜の猫はちょっぴり不気味な感じがし

ます｡

晴天の款深まりて猫がゐる

･秋晴れに猫が塀の上で昼寝をしています｡

軽快に秋雨産る猟走る

･秋雨が軽快な音を立てて降 ります｡猫の足

どりもかろやかそう｡

石田京愛

していく様はトも

ロ室生寺

石段のいにLへよりの涼しさよ
へいあんUと

･平安人の声が聞こえて来ます｡

み な も

真贋や水面の透けてゐたり一けり

･煤がかろやかに水面を李でて行きます.

ロ竹中+_ミさん

慮潜へ女の背中涼しかり

うなだれて夏の女は透けてをり

----l■------ll■---■■-■■--■■ll■---■■----l■ll■---
ふ と思 った コーナー

私は､ ｢"FLANKER"ほど､ 『目にみえる充

実』をとげた雑誌も珍 しいなあ｣ と､ 『表紙か

らサイズ､内容､裏のロゴ』までの進化ぶりに

驚嘆 しつつ､コンピュータと障害者の就労とい

う観点からの紙面に興味を持ち､自分自身の仕

事充実にも関係 ?していることもあり､･愛読 し

ている者です｡

先 日､参加 したスウェーデンのス トックホル

ムで開催 された ｢ECART2;EuropeanConference

on ､the Adavancement of Rehabilitation

Technology｣の､18分野にわたるパラレルセッ

シヨンのなかで､ ｢テクニカルエイドの使用者で

ある障害者は､技術支援に対する現実的ニーズ､

経験を有する消費者である｡｣という理論的観点

からの報告に､ 『なぜか?｣】新鮮さを感 じてしま

いました｡

｢当たり前 !｣ と ｢当たり前みたいに思えるこ

と｣は､違うのですね｡

(sunチャン)

IITITITIJrIIIIIIIIIIIIIIIL I

r,5､と思ったコーナ-｣宛に投稿くださったSun

チャンです｡でも､こんなコーナーあったか

な???(編集部)



トワーク逓信よもやま爵

我 羅 関の ネッ トワーク通信 よもやま話
Vol.1No.3

動網の話も今回で3回目｡前回までは､野外で

の動網を説明してきましたね｡今回は､ホテルや

旅館からいかに動網するかを説明しましょう｡

(天の声 :拭羅門の_tとだから､新婚歳行にも通

か-?な､に?まだ独身なんかoそりゃ知 りませんで

した｡七一才の風体ではもてるとも思えんけど

な)

まず､通信するたやの条件ですが､前回説明し

た通信端末､､ヰ デム凪 ､必須ですね｡あと､､ホテ

ル､旅館に電話機があること.メ(天の声 :あたり

まえじゃろ !もちろん携帯電話があればいらない

だろうけど)大概やホ景ルや魔界に敵 方電話照

りますけど､各部屋に電話ポあ最カげ う了か串澗 題

ですね｡ホールに公衆電話というようなtt'ジネス

ホテルだとちょっと難 しいでしょうね｡ (天の

声 :それでも人の迷惑や､えりみずその公衆電範か

らするのはだれや !)

さて､部屋に電話があったとして､まずはホテ

ルのフロントや交換台Lに電話して､外線に電話を

かけてもらう電話機なのか､直接電話をかけれる

電話なのかを確認 しましょう｡交換台を通してか

ける電話だと通信にはちょっと無理でしょうね｡

(天の声 :なんばなんでも無理じゃろ !交換台の

おねえさんが相手に電話をかけるな り ｢ピー

ガ-‥ . ｣では､おねえさんも驚くじゃろ !)

ここまでは､チェックインする時にフ｢ロントで尋

ねたら教えてくれるでしょ｡予約を破るときに電

話で確認することも出来るかもしれませんね｡

直接電話をかけれる電話機であれば次に確認す

るこ1とはミJ∴モジュラジャヅクか どうかです.電話

機の盗難を避けるた削 こか､多 くのホテルはモ

ジュラジャックを使ってませんね｡でも運良くモ

ジュラジャックの電話機だったらしめたもので

す｡ (天の声 :最近はビジネスユースで電話回線

にモデムやファックスをつなぐことがあるらしく

モジュラにしているホテルも有るらしいで｡高級

などジネスホテルだとファックスやコピー機だけ

でなく､パソコンやワープロまでも備えたOA

ルームを宿泊客に使えるようにしているらしい

で｡パソコン通信ももっとメジャーになれば､通

信端末を備えたビジネスホテルだって出てきそう

そして､Eその電話回線やリ プッシュ 回線｣か

｢パルス回線｣かを確認 しま′しょう｡この確認は

簡単です｡受話器を耳に当てておいて､ダイヤル

すろのです.そのときに､､｢プツプツプツ｣と音

がすれば1 ｢パルス回線十ですね｡ ｢ピ･ポ ･

パ｣と音がすれば､ ｢プッシュ回線十ということ

です｡ここまで判れば､自宅でいうも使っている

設定で通信ができますね｡持参し､たモデムとその

モジュラジャックをケーブルで接続して､あとは

自宅で通信するのと同じ要領です｡ (天の声 :

えっ､ほんまかいな?まった(J司じrじゃをいじゃ

ろ｡なに､今からそれを説明するんだって?これ

また失礼 しました)

ところが､そううまくいかないことがありま

す｡ (天の声 :｢あります｣じゃなくて ｢多いで

す｣じゃないの)というのは､部屋から電話がで

きる方式の電話機の多 くは､ ｢0発信｣という軍

法をとっています｡ (天の声 :｢o｣以外の番号

を使っている所もあるで､そんなもの電話の横に

ある案内でわかるってか?)会社左どで外線電話

をかけるときに､相手先の電話番号の前に0をダ

イヤルすることありません牟?それと同じよう

に､ホテルなどの電話機も､｢o｣をダイヤルする

方式の電話機にな?ていることがあるのです｡そ

のような電話の時は､ネットの電話番号の前に



些轡 甲No.7-我鹿田のネタ小ワーク題店よもやま話

｢o｣と ｢,｣を■付けるとうまiく再 ます?乍つま/JヽhT
り､ ｢相手先の電話番号の前に0をダイヤルす

る｣ことになります｡この設定で通信を始めてみ

てもう√ま くいかないことがある_のです｡ (天の

声 :後から後から色々注文つけるやっちヤな｡始

めうでから}｢冬めなも?はだめ｣ ｢でけへん｣と

モデ扇 ぎ揖 キルすL一章町 る前に 甲 信でき
ません｣というようなエラーが出るのです｡これ:㌧

は､モデムがダイヤルす与る直軒に千ダイヤルト

ン｣1なるものを確認 しオJ'､る七 とがあるために起

こりますO ｢ダイヤルトーン｣というのは､自宅

の恵話で､要話器を上げたと亡きに-｢ッこ｣という

昔がすると思います｡その ｢ツー｣という音が

｢ダイヤル トーン上 ごす｡ (天の声 :公衆電話な

んかでも10円を入れないで受話器を上げると無音

で､10円を投入 したときに始めて ｢ツー｣と中一う

昔がしますね｡つまり､ N叩 亨｢ダイヤルした

らつないだるで｣=と言うちとを教えている昔なわ

けだ)｢0｣発信が必要な電話機は､ ｢0｣をダイ

ヤルするまでは ｢ダイヤル トーン｣を発侶しやい

のです｡試 しに､受話器を取って ｢山をアイヤ

ルしてみてください｡ ｢Q｣､をiィヤルするま

無音で､ ｢0｣をダイヤルLI=Lら;rツT｣畑 ､う

音がするのがわかるごと思います｡さて､この難問

をどうクリアするかですが､モデムのマニュアル1

を見てもらうとこれに対する対策が載っていま

す｡といってもなかなか見つかりませんね｡市販

されているモデみの多 くは､L｢ATコマン下｣と

いう制御 コマンドを採用 していると思います｡

(天の声 :そういえば､ ｢ATコマンド｣をサ

ポートしていないモデム見孝y､ようになったな)

で､そのJ｢ATコマ㌣lTfJiLで ｢ATx2｣というコマ!?7
ンド考ダイヤルすろ動 こ干草申 こ挙っておけば､

i

無事ダイヤルできろはずですムァニュアルで確認

しないというコマンドです｡ホストとつながった

ら､あとは自宅からアクセスしているのと同じで

す｡･(天の声 :親切な通信ソフトは､ ｢内線ダイ

ヤル｣を指定すれば､自動的にこのコマンドを

送ってくれるらしい｡さらに､ ｢0発信｣ もサ

ポートしているのもあるらしい｡まず､通信ソフ

トにそういった設定が左いか､確認したほうがえ

えでb我羅門が説明 した方法よりよっぽど簡単
や)

これで全打の場合の旅館や襲貫)Vから動網がで
きるかというと､無理ですね｡いままで説明した

方法は､部屋の電話がモジュラジャックであると

いう条件が有りますからね｡キジュラ接続できな

い電話の場合は､今までの説明では動網が不可能

ですね｡では､諦めろというのでしょうか?ネッ

トワーク中毒になったネットワーカー-だと､ホテ

ルの電話機がモジュラジャックで無いことLぐらい

で諦めませんよね｡ (天の声 :普通の火は､諦め

まっせ !そこまでして廉館やホテルからネット

ワーク通信しようというのは､我羅門-ぐらいのも

んやで)

こういう時は､モデムのほかに ｢カプラ｣とい

うものを使います｡この ｢カプラ｣は､電話の受

話器を逆にしたようなもので､カプラのスピー

カーと受話器のマイク､.カプラのマイクと受話器

のスピーカーとを密着させるのです｡ (天の声 :

受話器を2ったがいちがいに合わせて､電話の中

継 したことありませんでした?そんなことするの

は､わしぐらいかな)このカプラには､モジュラ

ジャックが付いてきて､モデムとモジュラケーブ

ルで接続 して使うのです｡ (天の声 :つまり､モ

デムから出てくる信号を実際に昔としてスピー

カーから出す装置というわけだ｡そうそうあの一

太郎で有名なジャス トシステムもこのやプラを

売っているんじゃ)このカプラを利用すれば､モ

ジュラジャックのない所でも動網ができます｡も

ちろん､公衆電話でも同じようにできます｡ (天

の声 :詳 しい使い方を説明せいへんのか?なに､

そういう物を買う人間は自分で勉強しよるって?

ん-ん単なる怠慢にしか思えんけど) (我羅門)



用土AN疋ERN0.-711プロップ ･コンピュータセミチ｣日程表

下記の通り､PHASE3の講習がスター トします(̂_̂)｡セミナーについての詳 しい事は事務局までお問い

合わせ下さい｡

場所 :(社福)大阪ボランティア協会4階研修室

(財)千里国際情報センター

(グランドビルノ15F)など

時間 :午後6時30分～8時45分 (6時より準備)

日程及びカリキュラム :下記の通 り

ヽ 坤tJ

p≡J=:I, せ皇キ○ .●

2)-PHASE3日程表 (11月以降の日程はまだ未定､インストう クタ-は予定)

日 場所 セミナーの内容

10月 6日(水)

10月12日(火)

10月20日l(木)

10月2相 (水)

11月4耳(木)
11月10日(求)

11月17日(求)
11月24日(水)

12月 IEl(A)

12月 8日(求)

ボランティア協会

グランドビル

ボランティア協会

グランドビル

ボランチ,('ァ協会

未定 -

ボランティア藤巻

'未定

ボランティア協会

未定

初心者講習a(OS;System7､1hsyAccess等)

初心者講習b(図;MacDrawPro等1々)

初心者講習b(図;MacDrawho等2rZ)

初心者講習C(ワープロ ;MacWordlβ 通信)

初心者講習C(ワープロ;MacWord2β)

初心者講習d(表計算 ;wingzlβ)

初心者講習d(表計算;wingz2β)

初心者溝翫-(DB;FileMakerPfolf2)
跡 ♭者藷申 (DB;FileMake肋01併
称 仁者講習f(Utility;インス トール細

*担当インス トラクター 初心者講習 :米谷､横山､榊原､石原､林

日 場所

12月15日(水) ボラ協

12月22日(水) 未定

1月12日(水) 未定

1月19日(水) ボラ協

1月26日(月) 未定

2月 2日(水) ボラ協

2月 9日(水) 未定

2月16日(水) ボラ協

2月23日(水) 未定

3月 2E](水) ボラ協

′3月 9日(水) 未定

3月16日(水) ボラ協

3月23日(水) 未定

3月30日(水)1ボラ協

セミナーの内容

DTP講習C(AldusPageMaker1/4)

DTP講習a(nlustrator3,2jl/6)

DTP講習a(Illustratdr3.2j2/6)

DTP講習C(AldusPageMaker2/4)

DTP#* (Iuustrator3.2j3/6)

DTP講習_C(AlduspageMaker3/4)

DTP講習a(Il16stratQr3.2j4/6)

DTP講習C(AldusPagleMaker4/4)

DTP欝習轟 Illustrator3.2j5/6)

Dfp講習q(QuarkXbressl/4)

DTP講習a(Illustra_tor3.2j6/6)

DTP講習d-(Quarkkpress2β)

DTP講習b(photpSt㊥ 1/1)

DTP講習d(QuarkXt!ress3β)

プログラミング講習プログラミング講習プログラミング講習プログラミング講習

プログラミング講替

プログラミング講習

プログラミング講習

プログラミング講習

プログラミング講習プログラミング講習

プログラミング講習

プログラミング講習

プログラミング講習

プログラミング講習

(HyperCard 1/14)

(HyperCard2/14)

(HyperCard3/14)

(HyperCard4/14)

(HyperCard5/14)

(HyrpetCard6/14)

(HyperCard7/14)

(HyperCarrd8/14)

(HypeiCard9/14)

(HyperCard10/14)

(HyperCard11/14)

(HyperCard12/14)

(Hyperqrd13/14)
(HyperCard14/14)

*担当インネ トラクター DTP講習 :花田､早野､湯川 プログラミング講習 :上杉､芝野

*プログラミングコース､DTP･bコ-イスは､全ての講習に並行 して開催するo

ただし､必ずしも毎週開傍はせず､講習内容 ･講師のスケジュールに合わせて月2回以上開催する｡

-28I



凡 ANXERNo.7 プロップ ･コンピュータセミナー日産表

【NEC PC98コース】

場所 :日本電気㈱関西支社2階203セミナールーム

時間 :午後6時30分～8時45分 (6時より準備)

日程及びカリキュラム :下記の通 り

pHASE3日程表

日時 内容

10月 8El(金) ワープロ講習 (一太郎)

10月29El(金) ワープロ講習 (一太郎)

11月12El(金) ワープロ講習(花子)1

11月26日(金) ワープロ講習 (花子)2

12月10日(金) 表計算 儲習 (123)
12月24日(金) 表計算 講習 (123)

1
2

3

4

1月14日(金) 表計算 講習 (123)3
1月28日(金) 表計算 講習 (123)4
2月18日(金) データ-ベース講習 (データイース)1

3月 4日(金).デユタペース講習 (データイース)2

3月18日(金) データベース議習 (データイース)3

日時 一 内容

10月 1日(金) CAD講習 (DYNACAD2)
10月15日(金) cAD講習 (DYNACAD2)
11月 5日(金) cAD講習 (DYNACAD2)
11月19日(金)cAD講習(DYNACAD2)
12月 3日(餐)cAD講習 (DYNACAD2)
12月17日(金) CAD講習(DYNACAD2)
1月 7日(金) cAD講習 (DYNACAD2)
1月21日(金) cAD講習 (DYNACAD2)
2月 4El(金) GAD講習 (DYNACAD2)

2月25日(金)cAD講習(DYNACAD2)

3月11El(金)eAD講習(DYNACAD2)

3月25El(金) cAB講習 (D¥NACAD2)

2

3

4

5

6

7

史
U

9

0

1

2

3

1

1

1

1

*担当インス Tiテクタ- CAD:虎松､国本 ワープロ :木地本

-データベース:内田

受講料 :Mac､98コースともに1000円/1回 (欠席の場合も返却出来ません｡)

受講料はソフトウェア､メンテナンス等に充当します｡継続的なセミナー道営を可能にする為にご協力

をお願い致 します｡

プロップNET:

①良く分からなか?た部分?質問に活用 して下さい｡セミナー担当者だけでは無く､NETに参加 してい

る人達も質問に答えてくれる管です｡

くさパソコン通倍の講習を､土､日曜日に別会場で組み入れを検討 しますO

その他 :講習内容は､セミナー準行準況､､創 面､会場の都合により一部変更になる場合が有 りますo

.I....1･.≡.I.I.II-IID'ッブ 丁,I;芸 IJ;k-ミニ =-i.1-,-;差違丁忘誌 -#--.･I..･.････.
(杜福)大阪ボランティ7!協会､アップルコンピュータ株式会社､日本電気株式会社､

''･Rf･諾 ･g/I 崇 芸 .%4,ii.'違 憲 .Li.,'琶'.チ.i.冒慧 警 ･T

(財)大阪コミュ二≠ィ財由
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