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CTF 松阪

発展的解散

臨時総会で決議 〔NPO 法人 CTF 松阪〕に引き継ぎ
5 月 22 日 15 時 10 分から、三重県松阪庁舎 6
階大会議室において、CTF 松阪の臨時総会が開催さ

CTF 松阪へ寄付する件について審議を行い、いずれ
も原案どおり議決されました。
昨年３月２日に誕生した CTF 松阪は、会員各位の

れました。
あらかじめ表決を委任された方を含めて 40 名の

ご支援・ご協力により、IT を活用した障害者の方々

正会員が出席し、伊藤義徳議長の進行により、平成

の自立支援への数々の活動を行ってきましたが、こ

15 年度事業報告および平成 15 年度収支決算なら

の日 CTF 松阪は、その残存財産を新生 NPO 法人

びに CTF 松阪を解散して残存財産を NPO 法人

CTF 松阪に引き継ぎ解散しました。

解散にあたっての川口保美会長あいさつ

昨年 3 月 2 日に CTF 松阪が設立、以後積極的に
活動を行ってきましたが、その CTF 松阪の発展的
解散にあたりまして、これまでの皆様からお寄せ
いただきましたご協力・ご支援に対しまして、心
から厚く御礼を申しあげます。
また、新生 NPO 法人 CTF 松阪に対しましても、
これまで同様のご支援をいただきますよう、お願
いをいたします。
写真はあいさつする川口保美会長

NPO 法人 CTF 松阪

平成 16 年度通常総会開催
5 月 22 日 15 時 35 分から、三重県松阪庁舎 6

平成 15 年度は、NPO 法人 CTF 松阪が設立して

階大会議室において、NPO 法人 CTF 松阪の平成 16

からの期間が短かったため、報告内容もやや寂しい

年度通常総会が開催されました。

感がありましたが、平成 16 年度は新組織の強みを

あらかじめ表決を委任された方を含めて 13 名の
正会員が出席し、伊藤義徳議長の進行により、平成
15 年度事業報告および平成 15 年度収支決算、平成
16 年度事業計画、平成 16 年度収支予算について審
議を行い、いずれも原案どおり議決されました。

生かした積極的な活動が計画されており、その実行
による効果が期待されます。
（平成 16 年度事業計画の骨子は 3 ページに記載）
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IT 支援ネットワーク講演会開催

5 月 22 日 13 時 30 分から、三重県松阪庁舎 6 階大
会議室において、障害者に対する IT 支援ネットワーク講
演会が開催されました。
この講演会は、三重県松阪地方県民局保健福祉部様が、
平成 16 年度ユニバーサルデザインリーディング事業の
一環として計画され、CTF 松阪がその実施を委託され開
催したものです。
当日は、三重県身体障害者総合福祉センター経営企画
部企画グループリーダーの白山靖彦氏と、松阪中央総合
白山先生

病院リハビリテーション科医長の太田喜久夫氏にお願
いして、「みんなで

ふれあう

つながる

ささえあ

う IT 支援ネットワークの実現！」と題した講演をいた
だきました。
ご講演は、先生方の豊富なご経験、高度なご研究、実
践に基づいたお話で、私たちがこれから取り組もうとし
ている「IT 支援ネットワーク」のあり方についての理論
と手法を、わかりやすく講義していただきました。
ご講演の内容を大胆に要約すると、ネットワークの基
太田先生

本は「人」と「人」との信頼関係、IT はあくまでも「ツ
ール」である、ということと、「異職種間連携」
（それぞ
れの分野が重なり合うこと）が重要である、ということ
でありました。
今後は、CTF 松阪が主体となって、定期的に「IT 支援
ネットワーク実行委員会」を開催し、IT 機器展とマニュ
アル策定（改訂、更新）を行います。
医療関係の方、福祉関係の方、患者・障害者団体の方々
との交流による知識・情報の共有化、ならびに、ネット
ワークの構築がはかられますので、皆様ぜひご参加くだ

会場の様子

さるようお願いいたします。

写真は（上）白山先生、
（中）太田先生、
（下）会場の様子

CTF 松阪は 5 月 22 日に解散いたしましたので、CTF 松阪の会員皆
様方の会員資格も同日付けで無くなりました。
別途新生 NPO 法人 CTF 松阪の入会ご案内を差し上げますので、ぜひ
入会していただき、これまで同様のご支援・ご協力をいただきますよう
お願いいたします。
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第 1５回役員会議
第３回理事会開催

５月８日（土）松阪市障害者福祉センター（松
阪市殿町）において、第 1５回役員会議ならびに
NPO 法人 CTF 松阪の第３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、IT 支援ネットワーク講演会および CTF 松阪
臨時総会、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月に実施した事業

６月の予定

第 15 回役員会議・第 3 回理事会

NPO 法人 CTF 松阪第 4 回理事会
（8 日）

CTF 松阪臨時総会

12 日 13：30〜16：30
松阪市障害者福祉センターにて

（22 日）

NPO 法人 CTF 松阪平成 16 年度通常総会

IT 支援ネットワーク実行委員会
19 日 13：30〜16：30

（22 日）

IT 支援ネットワーク講演会

三重県松阪庁舎にて

障害者対象個人向けパソコン講座
（22 日）

障害者対象個人向けパソコン講座
（11 日、18 日、25 日）

平成 16 年度事業計画の骨子
1.人材育成事業

☞ 障害者対象 IT 講習会開催、IT サポート実施
2.普及啓発事業

☞ ホームページ運営、広報・情報誌発行
3.研究開発事業

☞ IT 支援ネットワーク実行委員会運営
4.就労および自立支援事業

☞ データ入力、ホームページ作成業務受注

1 日、8 日、15 日、22 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１３

今月は、CTF 松阪ワーク会員で、毎週火曜日に松阪市障害者福祉センターで開催
しているパソコン講座に皆出席の、吉村和代様からご寄稿いただきました。

１３
無

題
吉

村

和

代

昨年、7 月からＣＴＦでお世話になっています。私がやっているのは主にＥｘｃｅｌですが、いつも
意味の分からないことばかり質問するので、講師の先生方やＣＴＦ会員の方々を

イジメ

てしまい、

申し訳ありません。それとパソコンをお借りしているのですが、度々トラブルを起こし、何台か機械を
壊してしまって本当にすみません。あと、左利きなので、皆さんがやりにくいと思います・・・
謝ってばかりいる＝情けない人間なのでしょうが、「お礼と挨拶はきちんとしなさい」と言われてき
たこともあり、何も言わないのはあつかましいような気がして、コントロールが難しいです。
私は小学校６年生の時、初めて「ワープロ」と呼ばれるものに出会いました。 仮にも女

でありな

がら、裁縫、料理といった家庭科が苦手で落ち込んでいた時とても興味がわき、
「やりたい」 「これな
ら私にもできるかも」と思いました。
ある問題が解けた時、「なぜそうなるのか」という、過程、つまりＥｘｃｅｌで言うなら関数一つひ
とつの本当の意味、奥深さがまだ分かっていないために、一問解くのにひと苦労です。でも、人間って
興味のあることは難しくてもやり遂げようとするのかもしれないな、と思ったりします。
次号は金児艶子様にお願いします、皆様どうぞお楽しみに・・・

今月の花

ノハナショウブ

をみなへし

佐紀沢に生ふる 花がつみ
かつても知らぬ

恋もするかも

万葉集 巻第四 675 中臣女郎、大伴宿禰家持に贈る歌五首の一

この歌の「花がつみ」は、ノハナショウブのこと
とも言われている。
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