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CTF の活動状況を報告
なごみ〜てぃんぐに参加
3 月 11 日、三重県松阪庁舎にて開催された なごみ〜て
ぃんぐ （難病在宅ケア関係機関連絡会議）に参加し、「輝い
ています！難病患者さんを支える地域の活動」をテーマに、
川口会長が CTF 松阪の活動状況を報告しました。
当日は、他の関係諸団体の方々からの活動報告のほか、
「難病患者さんが地域でよりよく暮らすために」というテー
マでワークショップが実施されました。
「こうなっていたらいいなあ」「現状の課題は」「こんな
ことができるよ」ということを、カードに書き出し、グルー
プに分かれて整理しました。
和気あいあいの雰囲気のなか、みんなでさまざまな意見や
アイデア、知恵を出し合い、今後の活動の方向性を探ること
ができました。
難病患者さんのためにも、CTF 松阪の IT を活用したコミ
ュニケーション支援はますます期待され重要な役割である
ことを認識しました。
右の写真は
上：CTF の活動状況を発表する川口会長
中：出されたアイデアを分類して集約
下：発表およびまとめ

CTF 松阪臨時総会および NPO 法人 CTF
松阪通常総会開催日程について
本紙第 12 号（2004 年 3 月発行）で『4 月開催予
定』と掲載しましたが、諸準備の関係から 5 月に開催
することとなりました。
会員の皆様には、後日、日程・会場など詳細につき
ましてご案内いたしますので、ご出席くださいますよ
うお願い申しあげます。
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DNS(Domain Name System)って何だろね？
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番目の「co」(commercial)を解析して、JP ドメイ

インの DNS サーバーは yahoo の IP アドレスをプ

ンの DNS サーバーは、
「この WEB ページを持って

ロバイダの DNS サーバーに教えてあげ、プロバイ

いるサーバーは企業である」事を理解します。そし
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Yahoo!の IP アドレスを教えます。

てみて」と企業の DNS サーバー総元締めの IP アド
レスを返します。

プロバイダの DNS サーバーはこのようにして求
めた IP アドレスをいったんバッファに溜めます。そ

企業の DNS サーバー全体をとりまとめている総

して一定期間が過ぎるまではこのバッファを保持し

元締めの様な DNS サーバーが存在しており、これ

続け、次回から同じ問い合わせを受けてもルートネ

を「co ドメインの DNS サーバー」と呼びます。

ームサーバーにいちいち問い合わせを行わなくても

プロバイダの DNS サーバーは、この co ドメイン

すむようにしています。

の DNS サーバーに問い合わせを行います。
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車椅子マークの駐車場【アメリカ編】
カリフォルニア州・シリコンバレーの近くの Ｓａｎｔａ Ｃｌａｒａ に１０年以上住んでいる知人（日本人）からのレポ
ートです。
身障者用駐車スペースのことですが、アメリカでは、路上、市営駐車場、病院、駅、郵便局などの公
共施設の駐車場だけでなく、スーパーや私企業などの私営施設の駐車場も含めて、ありとあらゆる駐車
場の特等席が (それも 1 台分だけではなくて何台分もが) 例外なく身障者用駐車スペースに指定され
ています。 おそらく法律や条令に 「駐車場を設置するときには、入り口に一番近い部分に全駐車スペ
ース数の ○○% を身障者用駐車スペースとして設置しなければならない」 というような規定があるの
でしょう。（米国は州によって法律が異なります）
身障者用駐車スペースには日本と同じようなマークが付けられていて、許可証を持っていないドライ
バーはこのスペースに駐車してはいけないことになっています。
市が取り締まるのは市が設置している駐車場 (路上も含めて) だけで、スーパーやオフィスビルなど
の私営の駐車場は取り締まりの対象になりません。 にもかかわらず、身障者用駐車スペースの駐車違
反はほとんどまったくありません。
日本の事情も調べてみたいと思います。もし、ご意見がおありでしたらお聞かせいただければ
幸いです。

･････(K.S)
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第 13 回役員会議
第 1 回理事会開催

3 月 13 日（土）松阪市障害者福祉センター（松
阪市殿町）において、第 13 回役員会議ならびに
NPO 法人 CTF 松阪の第 1 回理事会を開催しま
した。
会員 9 名（うち役員 5 名、理事 8 名）が出席
し、CTF 松阪臨時総会および NPO 法人 CTF 松
阪平成 16 年度通常総会の開催についての検討、
ならびに諸情報の交換をしました。

3 月に実施した事業
4 月の予定
第 13 回役員会議・第 1 回理事会
（13 日）

障害者対象個人向けパソコン講座

第 14 回役員会議

（2 日、9 日、16 日、23 日）

音訳グループまつさか様講習会支援

10 日 13：30〜16：30

（12 日、18 日、25 日、26 日）

なごみ〜てぃんぐ参加

6 日、13 日、20 日、27 日
（11 日）

☆障害者 IT 相談窓口設置

松阪市障害者福祉センターにて

障害者対象個人向けパソコン講座

（難病在宅ケア関係機関連絡会議）
継続実施中

（NPO 法人 CTF 松阪第 2 回理事会）

各 9：30〜11：30
松阪市障害者福祉センターにて
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リレー随筆 ナンバー１１

今月は、飯南町の「夢風船」でお仕事の傍ら、CTF のワーク会員としてご活躍、
また、昨年開催された「第１回三重県障害者スポーツ大会・ふれあいスポレク祭」の
入場行進曲「Dear」の作曲者でもある佐々木大輔様からご寄稿いただきました。

１１

ＵＰＷＡＲＤ〜上の方へ

皆さん今日は、佐々木大輔です。ことしで２６になり、新たな気持ちで作業などを、頑張っています。
今回は私の働いているところや家での事を紹介したいと思います。
私の仕事場は障害者福祉センタ『夢風船』といいます。朝９時半〜３時まで仕事をしています。私が主
にしている仕事はサオリ織りやマットと､言った作業です。サオリ織りは織物と同じですが、糸の色の配
色など決めて編んでいき、マットのほうは靴下のゴムを編んでいきます。
次は家でやっているパソコンのことを紹介します。
４年前に同じ作業所の久世さんにパソコンを戴き、僕が、今日まで取り組んできたことを紹介したいと
思います。
まずは、メールから初めました。メールでコミュニケーションを図り，友達を大勢欲しかったのです。
今でも多くのメール友達と、動く雛型や音楽入りのメールなどを送ったりして交流を深めています。
次に、やったのが､自分のホームページ作成です。一番、苦労した点は，何を書いたらいいかなと悩ん
だことです。逆に嬉しかった点は、掲示板に経歴やカキコをしてくださった事です。
多くの人に僕の、ホームページを読んで戴いてもらってるんだなと思い、ほんとに作って良かったと思
います。（=^v^=）
この経験を生かし、さらに磨きをかけたく，去年から CTF にて働いています。まだパソコンの経験が
浅く皆さんの足を引っ張るかもしれませんが，一生懸命がんばるので、よろしくお願いします。
ほかにもヨサコイやバンドもやっています。
｢僕のメールアドレスとホームページを乗せて置きます。見てもらえたら幸いです！｣
daisuke@town.iinan.mie.jp
http://www.town.iinan.mie.jp/~daisuke/
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