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お 知 ら せ

･･･おF,習い合わせば事務局まで ･･･

(1993年度

プDツプ･ステーション会計#告1

93年度会計報告です｡ボランティア協会に事務局を置かせて戴いている事で､家賃 ･光熱費などが不要

という恩恵を受け､辛うじて運営が成 り立っている状況です｡プロップ ･ステーションの運営は､会月の

皆様のご支援いかんにかかっています｡年度 も変わりましたので､会員の皆様 には何卒会月継続のお振込

みをよろ しくお願い致 します｡

5月より､郵便振替の口座番号が変わっていますので､ご注意下さい｡

なお､今年度 より一 口5,000円のご協賛金 を募 らせていただき､機関誌年 間購読費 を3,000円に､

頒価 を800円にさせていただくことに致 しました｡ご協賛を下さった方には､機関誌を一年間送らせて戴

きます｡

会費､購読費､ご協賛金のお振込みには､同封の振込用紙をご利用戴ければ幸いです｡

プロップ ･ステーションへ､広範な皆様のご支援を､何卒よろしくお願い申し上げますO

プロップ ･ステーション会計 :鈴木 重昭

収入の部 支出の部

会費収入 929,500円 機器購入 .-補修衰 p 2,699,733円 - D

機関誌収入 . 180,70b円 --;磯由誌廃車軋 : 1,a_81,859円.

協賛 .寄付 435i779円 尊顔局壷鹿活動費 : 600,000円

助虚金 2,900,000円 A 通信費 .,: 280;256円

事業収入 40,500円p B 事務藷経費 102,331円

セミナー収入 . 609,300円 .一･.一･一一で 会議費. 73.,500円

雑収入 43,234円 94年度へ繰 り越し金 291,234円

合 計 5,139,013円 合 計 . 5,139,013円

A:電気通信普及財団 .日本船舶振興会 .大阪 ･D:助成金によるホス ト.マシン/セミナー .

コミュニティ財団の助成総計 マシンの購入 と補修

B:｢トーク｣イベント参加費等

C:コンピュータセミナ⊥運営 と機器補修のた

(全局募集)

会費 (年間一口)

個人会費 5,000円

団体及び法人会費 20,000円

協賛金 (一口) 5,000円

機関誌年間購読費 3,000円

(年4回発行)

機関誌頒価 800円

r新郵便振替番号J

oo910-2-324322 プロップ ･ステーション

(大阪 - ･は不要)

※本誌巻末に挟み込まれている振込用紙を

ご利用 ください｡

なお､銀行口座は変更ありません｡
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(ご助成等御礼)

大阪ガスいきいき市民推進室から､今年度も

切手をたくさん戴きました｡社員の皆様の書き損

じハガキを集約 し､切手に変えて毎年福祉関係の

団体にご寄付 しておられるものです｡今回の切手

は､視覚障害部バンガ-下と共に使わせて戴きま

す｡

ワープロソフト ｢一太郎 ･花子｣でお馴染み

の､ジャス トシステム株式会社 より､マッキン

トシュ用ソフト ｢ATOK8｣3本を頂戴 しました｡

セミナーで有効に活用させて戴きます｡

本誌記事 ｢コンピュータ作曲入門｣でもお知ら

せ しておりますが､カモ ンミュ∵ジック株式会

社 よりコンピュータミュージックの入門ソフト

ー｢ウエルカムパック｣を20本､読者プレゼン'トと

してご提供戴きました｡多数の皆様のご応募をお

待ちします｡コンピュータ ･ミュージックの輪を

広げましょう !

プロップ ･ステーションの実務部門 ｢プロッ

プ ･ウイング｣の併設に当たり､本年8月より大

阪市の ｢障害者福祉作業センター｣ としての

ご助成が決定 しました｡技術指導を担当する専

従職員が常駐 し､より就労 に直結 し得 るコン

ピュータ教育と実務を行います｡コンピュータ関

連企業各社のご支援､ご協力を何卒よろしJくお願

いいたしま

す｡

ご助成､ご寄付 に対 し､心 より御礼 申 し上

げます｡

-(,#芋版フランカーをこ嘗嘉の皆#へ)

視覚に障害を持?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 ･ステー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｡r亘ちらのご利用､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BASl≡(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#37SR一ANXO4.EXE)4号以降

･プロップ ･ネット

(セミナーからのお厭い)
プロップ ･ステ｢シヨンでは､障害を持つ人

を対象 としたコンピュータセミナーを継続的に

実施いたしております｡(社福)大阪ボランティア

協会､アップルセンター肥後橋 などが会場で

す｡当セミナーをさ須 こ充実させるために､

様々なコ:/ピ与一夕を_お仕事や趣味で使ってお

られるボランティアさんを募集中です｡あなた

の技術で社会貢献 しませんか?

アフターファイブの有効活用に､ぜひプロッ

プ ･コンビュ｢タセミナーへご参加下さい｡

<プロップ ･ヌ｢声

〒530大阪市北区



ノ】

.Lpj

(プDツプ.ネットよLJ)

プロップ ･ステーションでは､パソコン通僧の

ホス ト局 ｢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 トラクター問の､ま

た本会の4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､なんでも

福祉情報､障害者求人 ･求職情報などの情報ボー

ドを用意 しております｡また､ライブラリには､

各機種の障害者向けや一般のフリーソフトウェア

のイ臥 画像 ･音声データなども用意 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 tネット

アクセス番号 06-882-5393(2回線)

1200-14400bps

運営時間 24時間

ゲス トID GUEST

プロップ ･ステ-ションの活動 を､2月 より

pcIVANボランティア ･ワール ドでもご紹介させ

て戴いています｡ネットワーカーの皆様は､ぜひ

一度アクセス してみて下さい｡

(企賞のみなさまへ)

プロッ ･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｣ためには ｢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

うに日常のお付 き合いをすれば良いのかを知って

戴 くため､企業の皆様のプロップ活動-の参画と

と支援をお掛 ､しておりますO実務部門､プロッ

プ ･ウイング (06-353-8464)も発足 しました.

｢企業 トップのあなた｣､ ｢企業で働 くあなた｣
の力を_ぜひプロップ- !!

協賛広告掲載へのご協力 も何卒よろしくお願い

いたしますO

ご連絡をお待ち申し上げます｡

僻 安貞募集J

編集部では引続き､取材､原稿作成､イラス ト

作成､MacやWindowsを使ってのレイアウトをし

ていただける方を大要集 しております｡皆感のご

協力をお願い敦 します｡

lJE店大募集)

FLANKER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 ･

情報 ･資料を募集 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

までお願い放 します｡

(訂正J

8号 ｢vANGUARDいよいよ活動開始 !｣の亀

山さんの名前が ｢英明｣とあるは､ ｢英昭｣の間

違いで した｡お詫びして訂正いたします｡

(名前対応表)

解毒､もとい､解読にお使いください｡

ぎ

書

朗

批

醤

頼

肌

クマさん

げんた

スラッシュ

だすと･ぴん

なで

ナミねえ

箱入 り娘

隼人

プチ トマ ト

MIT

福本 詳万

広内 隆史

小谷 晴子

坂上 正司

木地本 昌弥

足立 〈雅

桜井 龍一郎

品川 博之

長沢 敏

松村 春江

竹中 ナミ

松村 依美子

諏訪 克己

井藤 美名子

小山 充

･52こ
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摘 幕 後記)

正式なプロップ_.ステーションとして早1年､

多 くの人達のご支援に支えられ､順調に活動を続

けています｡今夏からは大阪市のご助成により､

実務部門 ｢プロップ ･ウイング｣の道営も開始 し

ます (5月より実績期間として道営スター ト)0

広範な皆様のより一層のご支援を何卒よろしくお

願いいた します｡プロップ ･ネッ トとインター

ネッ トの連携計画 も､関係各位のご協力 により

着々と進んでいます｡すでに ｢FLANKER｣5-8

号はインターネットに掲載されま した｡ネット

ワーカーの皆さん､これからのプロップにご注目

下さいねっ !今号の特集 ｢トーク ･コンピュータ

がひらく自立支援｣はいかがでしたでしょう?ど

意見､ご感想などをぜひお寄せ下さい｡アクティ

ブにワイル ドに､そ して温か く進んで行 く､プ

ロップ ･ステーションの活動に､あなたもぜひ､

ご参画下さい ! (ナミねえ)

読者の皆さんはじめまして｡今回初登場です｡

わが家には2匹の猫 (ウ-ロン/雄とジャスミン

/雌)がいますが､ "マウス"で遊ぶのは私だけ

です- (だす と ･ぴん)

プロップ ･ネットをよろしく (うめ書)

エレフアント･ノーズという魚がいます｡その

名の通 り象の鼻のようなものを持つ魚なのです

が､彼 らは自ら発する電流を頼 りに暗い夜や濁っ

た流れもものともせずに自由自在に泳ぎまわりま

す｡そんなレーダーが私 も欲 しい｡ (KIJI)

憧れのQuadra840が40万円代 を切った｡机の上

の｢Ciと同じになった｡早まったかなO

(隼人)

pageMakerを頑張 って覚えなければいけない

なあ｡ (うさぎ)

緑がまぶ しい今 日この頃｡気候とともに私の頭

もぼーっとしてます｡ (なで)

季節に関係ないやろ ! (箱入 り)

いや～､遅れて しまったな.-｡当初の予定で

は､今号は4月末の発送やったんだが - ･｡4月

3日のイベント ｢トーク ･コンピュータがひらく

自立支援｣を､ぜひとも載せたいということで､

発送を延ばしたので した｡かなりの文章量になっ

てしまい､読むのは一苦労かもしれませんが､興

味深い話をたくさん,W介できましたので､ぜひと

も読んでね !このイベントに関 しては､その後の

反響がいういろある様なので､次号で紹介できた

らと思っています｡ (げんた)

『KSK FLANKERJI No.9 1994年6月3日 増刊通巻721号

(年4回発布)

-シヨ ン

ヨ ン 編 集 長 桜井龍一郎

編集スタ-17フ :をや う､め菅 ナミね え う さ ぎ 隼人 K IJI 箱入 り娘

あき あに だす と ･ぴん

表紙絵 ･題字 :鈴木純子

イラス ト :勝部あや子 MIT 山口美紀 衣笠真紀

四コマ漫画 :lJ｣ロ美紀

編集協力 :石田京愛 安東直哉 田村修

印 刷 :セルフ社 〒545大阪市阿倍野区西田辺町212-10グレース鶴ヶ丘101

TEL06-691-2365

表紙カラー印刷 :(樵)オノウエ印刷 〒393長野県諏訪郡下諏訪町5311

TEL0266-28-5553

事 務 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･FAX06-881-0糾1

郵便振替口座 :00910-2-324322 プロップ ･ステーション

銀行振込口座 :さくら銀行北浜支店 普通3302978 プロップ ･ステーシFン
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