
凡ANKERNo.7 プロップ･ネットの話題から

Title:イージーアクセスをキーボー ドだけで設定

する方法
ArticJe:PRPO17/セブン

Date:92/07/2900:08:1516日ne(826byte)

先日､セミナー会場で質問された ｢イージーアク

セスでマウスキーをオンにする方法｣について調

べた由果､キーボー ドだけで設定できることが判

明しました｡次のような手順なら､マウスを使わ

ないで設定ができます.あらかじめイージーアク

セスがシステムに入っているものとしますと､

(1)シフトキーを5回押 して ｢複合キー｣をオンに

する｡

(2)シフトキーをさらに2回押すOこれでシフト

キーを押 し続けた状態になる｡

(3)コマンドキーを1回押す｡

(4)dearキー (テンキーの左上)を1回押す｡

これでマウスキーが有効になるはずです｡つま

り､shift+command+clearでマウスキーはオン

になります｡

さらに､あらかじめイージーアクセスのエイリア

スを起動項目のフォルダに入れておけば､設定が

やりやすいでしょうし､アップルメニューの中に

もエイリアスを入れておけば便利かもしれませ

ん｡ セブン

Title:Re:イージーアクセスをキーボ- ドだけで

設定する方法
Article:PRPOIO/うめ吉

Date:93/07/2914:21:561､1line(415byte)

(2)シフトキーをさらに2回押す｡これでシフト

キーを押 し続けた状態になる｡

1回でもいけます (2回でも問題なし)0 stickkey

機能はshift,command,option,ctrl以外のkeyが押

される主では有効ですから.当然のことですが､

mousekeyはstickkeyを解除しても有効

うめ青

TitJe:Re:Re:イージーアクセスをキ⊥ボ丁 ドだけ
で設定する方法

Ar【icle:PRPO17/セブン

Date.'93/07/3100:23:1115line(714b如e)

ThankYou> うめ青

たしかに1回の方が合理的ですねOイージーアク

セスを普段はゲームの邪魔になるので殺 してるの

がばれそうだな.(∧_∧; (以下略)

セブン
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このような殆どリアルタイ､ムのやり琴りを後で読むのは多少興ざめかも知れませんが､これ

から少 しずつ紹介 していって通信フリ~-クを増やしていきましょうか (地の声 :やっぱ､それ

が目的やってんな)｡

それから､大阪から遠方にお住いの方や通信をしない方から初心者Q&Aの様なことを

FLANXER誌上で行ってほしいとの声が多 く寄せられています｡新 しいコーナーをつくってい

けたらいいとは思いませんか>編集長? うんうん (編集長の声)｡ということで､読者の皆

さんの中でパソコンについてこんなことが知 りたいという質問をどしどし事務局宛に送って下

さい｡プロ､セミプロの方々が片っ端からお答え致します｡ では､次回の 『プロップ ･ネッ

トの話題から』をお楽 しみに (地の声 :次回があると思ってるんか)｡ (うめ吉)
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お問い合わせは事務局まで

r助成御礼J
各方面より､プロップへわご助成が決意し,:たし

ましたので､感謝を込めてご報告致 します｡

☆ (財)電気通信普加 担 括 り＼ プロツ如 il

事業に｡30万円｡

☆アップルコンピュータ株式会社より､Macセ

ミナーに｡パワーブック165C10台｡

☆アルダス株式会社より､Macセミナーに｡最

新ソフトウェア多数｡

☆日本で初めて02障害者求人誌 ｢サーナ｣を発

行 された株式会社イフより､ ｢FLANKER｣

表紙カラー印刷に｡毎号経費の助成｡

☆株式会社ジャス トシステムより､98セミナー

に｡一太郎､花子なセのシフトウェアの無償

貸与｡

皆様の温かいご支援に心より御礼申し上げます｡

(点字版 フランか｣をご愛読の背腰-)
創flJ号より多 くの皆様のご協力により､ご愛読

原いて参 りました ｢~点字版フランカーJですが｣

より効率よく一人でも多 くの方に可愛がって膚け

ますようにと事務局からの密送を凝 りやめ､ ｢点

訳広場｣加盟､全国のプリンティング ･センター

で直音お凝 り寄せいただけるよタになりましたO

皆様が日頃ご利用のお近 くの点訳広場プリン

ティングセンターへ ｢プロップ ･ズテ-ションの

フランカー各号｣とお申し出頂きます と他の図書

同様に実費のみでご拝読頂けます~｡

また､プロップ ･ネット [TEL06｣882-5393･

2400bps/MNP5対応]を中心に､その他のパソコ

ンネットでの転載､再配布 も行って参 りますの

でくそちらのご利用､転載 ･再配布のご協力もこ

の場をお借 りしてお願い致 します｡

この場合､点字での情報入手を目的としており

ますので､転載 ･再配布の節も現存の点字データ

(点字エディタBASE(フリーソフトウェア)また

はIBM-BEその他点字形態)のみでお願いしま

す｡

◆主な転載先

･(旧IBM)てんや く広場､プリンティン

グ ･センター

･NIFTY-Serve

(FEYEDL9#378FLANKO4.EX岳)4号以

降

･プロップ ･ネット06-882-5393 2400bps･

MNP5対応､ゲス トアクセス可

(セミナーからのお戯■い)
プロップ ･ステーションは､93年10月より､

(社福)大阪ボランティア協会 ･(財)千里国際情報

事業財団 (阪急グラン ドビル) .NEC関西支社

などにて､障害者を対象 としたプロップ ･コン

ピュータセミナーPHASE3を開始しましたO当セ

ミナ ー の 実 力 を さ ら に上 げ る た め に､

Macintosh､9.8マシン等のDTP､イラス ト､

CAD､3D･CGコース､プログラミング､リレー

ショナル ･データベースなどのソフトをお仕事や

趣味で使っておられるボランティアさんを継続的

に募集 しています｡アフターファイブの気分転換

に一度､プロップへお越 しください｡

lF,fl#)

以前チームメイトコーナーでご紹介 した古

石英夫さんが､5月8日､心不全でお亡 くな

りになりました｡謹んでご冥福をお祈 りい

たします｡

<プUアブ ｡ステーション尊厳局>

〒530大阪市北区同心 1丁目5-27

(社福)大阪ボランティア協会内

TEL･FAX06188110041

郵便振替口座 :大阪 ト3?4322

プロップ ･ステーシ ヨ…ン

銀行振込口座 :さくら銀行北浜支店 _ ㌔ -

普通 3302978

プロップ ･ステーを



托 ANKERNo.7 お知 らせ

(会貞募集)
プロップ ･ステーションでは､法人化を目指

し､本会の主旨にご賛同下さる個人および団体､

企業のご入会を募っております｡

障害を持つ人たちの社会参加と就労への道の開

拓に､ご協力を何卒よろしくお願い申し上げま

す｡

会費 (年間一口)

個人会費 5,000円

団体及び猿人会費 20,000円

機関誌年間購読料 2,500円

(年4回発行 ･】冊頒価700円)

rプロップ･ネットよりJ
プロップ ･ステーションでは､パソコン通信の

ホス ト局 ｢プロップ ･ステーション (プロップ ･

ネット)｣を開局 しています｡セミナー受講生と

インス トラクター間の､また本会の主旨にご賛同

下さる皆様 との交流を目的として､フリー トー

ク､質問コーナー､福祉機器情報､障害者求人 ･

求職情報､新開情報などの情報ボー ドを用意 して

おります｡また､ソフトライブラリには､Macや

98のツールやゲームを用意しています｡皆様のア

クセスをお待ちしております｡

BBS名 プロップ ･ステーション

アクセス番号 06-882-5393

24(刀bps MNP5

運営時間 24時間

ゲストID GUEST

J企業のみなさまへJ
プロップ ･ステーションでは､たくさんの

｢人｣の集まりである企業が､障害を持つ人たち

の ｢存在の意義｣と ｢潜在的なエネルギー｣を感

じて下さる事を心から願っています｡ ｢共に生き

る｣ために峠 ｢出会い｣という第一歩が必要で

す｡プロップでは､障害を持つ人たちとどんなふ

うに日常のおつきあ早をすれば良いのかこTrを

知って戴 くため､企業の皆様のプロップ活動への

参画とご支援をお願いしております｡｢傘業 トッ

プのあなた｣､ ｢企業で働 くあなた｣の力をぜひ

プロップへ !!

ご連絡をお待ち申し上げます｡

ご抽 あリultう=tやtLtます｡

お
噂
き
甘
才
を

ど
う
ぞ

｡

康 点 子鹿重奏貞慶廃 り

編集部では引続 き､取材､原稿作成､イラ

ス ト作成､､Macを使 っての レイアウ トをして

いただける方を大募集 してお ります｡編集委

員の人数が不足 してお りますので､なにとぞ

皆様のご協力 を｢お願い致 します｡

f虎猫大募集J
FLAN和訳では､読者の皆様からのご意見 ･ご

感想 ･情報提供 ･写真 ･イラスト等､広く文章 ･

情琴 ･資科を募集 しております｡

投稿記事 ･資料等をご提供下さる方は､事務局

までお願い致 します｡



pLANKERNo.7 お知らせ

J原発俊記J
前号のボランティア紹介に載った

シルバーアロワナ親分は逝ってしま

いました｡親分募集中｡前号ではボ

ランティアさんのコーナー｡今号で

は編集後記やて ! 恐ろしやプロッ

プ ･ステーション｡ (kiji)

FLANKERの読者の皆さん､はじ

めまして｡今号より編集のお手伝い

をすることになった隼人 (ログネ二

ム)です (NETやセミナーでは古顔や

N0.6のうめ書さんの悲鳴?に､ほんの等

るつもりやったのに｡プロツ

いとこやわ｡いつのまにか編

けてもうてこきつかわれでます｡

と足引っぼるかも知耗ません坪ど､

様によろしゅうに !

う肩書つ

夏が来ないうちに秋が来て､めっきり寒く

た今 日との頃､いかがお過

日､生まれて初めて桧茸

が､収穫ゼロの寂 しい食

に懲 りず､新たなる場所に

しでしょうか?先

行ってきたのです

しかし､これ

ンジだ !

和なでしこ)

うげ～､どひゃ～､紛え- (うめ書の悲鳴)

これで編集委員をやってるのか

と言われそうだなあ｡(㌧∧;)校正

を少 しだけお手伝いさせて頂いて

いま一一す｡ (うさぎ)

先日､生まれて初めて ｢美容

院｣へ行きました｡美容院って､

待ってる問､紅茶が出るんです

て?それは内緒 (たいそうな)0

(げんた)

プロップ ･セミナーをご見学下さる方､取材に

来られる方､お問い合わせなど､活動への関心を

多数野方が寄せて下さるようになりましたOま

た､お知らせコーナーにも記 しましたが､活動へ

のご助成を各方面より頂戴 しております｡感謝に

たえません｡

長引く不況のため障害を持つ､持たないに関わ

らず就労状況は大変厳 しいものとなっています

が､_プロップでは ｢不況の間に技術を磨こう!｣
を合い言葉 (?)に､セミナーPHASE3を強力に

推準 しています｡

視覚障害者部門 ｢VANGURD｣ も発足 しまし

たO視覚障害者のための ｢街b)データベース｣づ

くりや ｢パソコン･セミナー｣を､3人の全盲青

年が中心となって企画 しています｡

プロップの活動に､多 くの皆様のボランタリー

なご参加をお待ち申し上げます｡あなたもこの

秋､プロップしてみませんか? (ナミねえ)

『KS-K F7LA･NKER｣】 No.7

(年4回発行)
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TEL0266-28-5553
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