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CTF 松阪臨時総会の開催について
昨年３月２日に設立した CTF 松阪ですが、この１
ヵ年余の間、IT 講習会の開催をはじめとして、在宅

人の CTF 松阪に一本化するのが望ましい姿である
と言えます。

ワークの受注による就労支援や IT サポートなど、会

そこで、CTF 松阪の平成 15 年度事業報告（収支

員皆様方のご支援・ご協力により、着実に活動を進

決算）の件、ならびに、CTF 松阪を解散し残存財産

めてまいりました。また本年２月には、NPO 法人

を NPO 法人 CTF 松阪に寄付する件についてご審

CTF 松阪を設立することができました。

議をいただくため、下記日程で CTF 松阪臨時総会

現時点では、CTF 松阪（任意団体）と、NPO 法

を開催します。会員の皆様方には、別途ご案内状を

人 CTF 松阪の二つの組織が存在することとなって

差し上げますので、ご出席くださるようお願いしま

おりますが、CTF 松阪を発展的に解散し、NPO 法

す。

CTF 松阪臨時総会
1.日 時：平成 16 年 5 月 22 日（土）15 時 10 分から
2.場 所：三重県松阪庁舎 6 階大会議室（松阪市高町 138）
3.議 題：(1)平成 15 年度事業報告の件
(2)平成 15 年度収支決算の件
(3)CTF 松阪を解散し残存財産を NPO 法人 CTF 松阪に寄付する件

NPO 法人 CTF 松阪平成 16 年度通常総会の開催について
NPO 法人 CTF 松阪の平成 16 年度通常総会を下

なお、CTF 松阪（任意団体）の会員の皆様におか

記の予定で開催します。会員の皆様方には、別途案

れましては、ぜひとも NPO 法人 CTF 松阪へ入会

内状を差し上げますので、ご出席くださるようお願

いただき、平成 16 年度通常総会にご出席ください

いします。

ますようお願いいたします。
NPO 法人 CTF 松阪平成 16 年度通常総会
1.日 時：平成 16 年 5 月 22 日（土）15 時 30 分から
2.場 所：三重県松阪庁舎 6 階大会議室（松阪市高町 138）
3.議 題：(1)平成 15 年度事業報告の件
(2)平成 15 年度収支決算の件
(3)平成 16 年度事業計画の件
(4)平成 16 年度収支予算の件
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障害者に対する IT 支援ネットワーク
講演会開催について

三重県松阪地方県民局保健福祉部様が、「平成 16

そこで、この事業を成功させるため、定期的に「IT

年度ユニバーサルデザインリーディング事業」の一

支援ネットワーク実行委員会」を開催し、IT 機器展

環として、「障害者に対する IT を活用したコミュニ

とマニュアル策定（改訂、更新）を行います。そし

ケーション機能確保への支援ネットワーク構築」と

てこのたびは、この事業の開始を記念した講演会を

いう事業を計画されました。

下記のとおり計画いたしました。

CTF 松阪では、昨年度のユニバーサルデザインリ

医療関係の方、福祉関係の方、患者・障害者団体の

ーディング事業に参加して得られた実績と成果を土

方々との交流による知識・情報の共有化、ならびに、

台に、今年度もこの事業に参加させていただくこと

ネットワークの構築がはかられますので、皆様ぜひ

となりました。

ご参加くださるようお願いいたします。

障害者に対する IT 支援ネットワーク講演会
1.日 時：平成 16 年 5 月 22 日（土）13 時 30 分から 15 時まで
2.場 所：三重県松阪庁舎 6 階大会議室（松阪市高町 138）
3.講 演：「みんなで

ふれあう

つながる

ささえあう

講 師：三重県身体障害者総合福祉センター
松阪中央総合病院

IT 支援ネットワークの実現!」

白山靖彦氏
太田喜久夫氏

DNS(Domain Name System)って何だろね？

DNS って私たちの知らない間にこれだけの事を行
ってくれているのです。
前回までの例では「www.yahoo.co.jp」でしたが、
例えば「www.xxxx.ac.jp」等は右から２番目の部分

（最終回）

問い合わせが行われます。他にもいろいろあります
から興味のある方は下記のサイトからダウンロード
して参照してみてください。
( ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/rule.txt )

が ac(academy)なので教育機関の DNS サーバーに
皆さん「DNS」についてのお話、いかがでしたか?
普段何気なく入力している URL にも、こんなタネやシカケがあったんですね。

=== 文責：岩崎 ===（おわり）
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第 1４回役員会議
第２回理事会開催

４月 1０日（土）松阪市障害者福祉センター（松
阪市殿町）において、第 1４回役員会議ならびに
NPO 法人 CTF 松阪の第２回理事会を開催しまし
た。
会員１１名（うち役員６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。

５月の予定

４月に実施した事業

CTF 松阪臨時総会

第 1４回役員会議・第２回理事会
（1０日）

障害者対象個人向けパソコン講座

22 日 １５:10〜
三重県松阪庁舎 6 階大会議室にて

（６日、１３日、２０日、２７日）

NPO 法人 CTF 松阪平成 16 年度通常総会

みえ als の会総会（IT 支援）

22 日 １５:30〜
（25 日）

三重県松阪庁舎 6 階大会議室にて

IT 講演会開催
22 日 １3:30〜
三重県松阪庁舎 6 階大会議室にて

第 15 回役員会議
（NPO 法人 CTF 松阪第３回理事会）
８日 13：30〜16：30
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
1１日、１８日、2５日
各 9：30〜11：30
松阪市障害者福祉センターにて

(4)
リレー随筆 ナンバー１２

今月は、先月号本欄の筆者佐々木大輔様とご一緒に、飯南町の「夢風船」でお仕事
をされている CTF 松阪ワーク会員の久世幸代様からご寄稿いただきました。

１２
わたしとパソコンのこと
久
世
幸
代
私は、生まれつき障害を持ちぜんぜん手が動きません。だから左足で出来る事はします。３歳から１
８歳まで施設にいました。
パソコンを初めてしたのは、高校の授業でした。その頃はワープロを主に使っていたのでパソコンは
ゲームをするものだと思っていました。卒業して津の身体障害者総合福祉センター生活援助棟で、チョ
ット勉強していたけど、イヤイヤやっていて途中であきらめてしまいました。夢風船に通うようになっ
て色々なことにチャレンジできるようになりましたが、相変わらず家では何もすることなく困っていま
した。そこで当時の指導員に言ったら、「パソコンをやって友達をつくったらどうや」とアドバイスを
もらいパソコンをする気になりました。１台目はお父さんに頼んでパソコンを買ってもらい、２台目は
自分で買いました。私のパソコン生活は今年で１０年になりました。
最初は生活援助棟に入って、教えてほしいとお願していましたが断られてしまいました。本当の理由
は分かりませんが パソコンを足ですることはできない という意味に聞こえました。これがきっかけ
で、「くそー！誰が何と言おうとホームぺージを作れるようになるぞ！！！」と目標を決め、始めの頃
は草の実で担任をしてもらった先生に、家庭教師をお願いし一年間教えてもらいました。そのおかげで
少しずつできるようになり、そのうちに友達とメール交換をしたり、インターネットで何かを調べるこ
とが日課になりました。人からパソコンや車イスのいろんな情報をメールで、教えてあげたり教わるこ
とが多くなってきました。その他は、パソコンで家の仕事を手伝ったり、夢風船では書類作成などして
います。
３年前にホームページをやっと開設しましたが、たくさんの人の協力や応援のおかげで、私もやれる
ことがうれしくなり、自信もつきました。友達からのメールに「さっちゃんの姿を見てパソコンをして
みようと思ったよ」と書いてあったので、パソコンを始めたかいがあったと、とても嬉しく思ったのを
覚えています。
ちょうど１年前の１１月１１日から１８日の一週間、パソコンを通じて知り合った仲間とオーストラ
リアへ行ってきました。今は車イスで行きやすくなり、外国の同じような障害をもった仲間と交流が出
来ていい勉強になり、楽しい１週間でした。
ある日一人で家にいた時、急にトイレに行きたくなってメールで家族を呼びましたが、我慢できずに
漏らしたこともありました。そばに誰かいないのは一番困ります。でもメールをするようになってから
人と話すことや、何かお願いすることが簡単に出来るようになったのです。
まったく知らない人や遠くにいる人や、外国の人と話しが出来るし私の思いを伝えてくれるすごい相
棒です。今はもう私にとってパソコンは無くてはならない物になりました。
私のメールアドレスは lavesati@town.iinan.mie.jp です。
宜しかったらメールを下さい。
次号は吉村和代様にお願いします、皆様どうぞお楽しみに・・・
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