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障害者に対する IT 支援ネットワーク

第 １ 回 実 行 委 員 会 開 催
6 月 19 日 13 時 30 分から、三重県松阪庁舎 1
階であいのひろばにて、障害者に対する IT 支援ネッ
トワーク第 1 回実行委員会が開催されました。

② IT を活用したコミュニケーション機器導入マニ
ュアル（冊子と CD-ROM）の作成
第 1 回実行委員会は、13 名の方々の出席を得て

これは、三重県松阪地方県民局保健福祉部様が「障

これからの進め方について審議し、機器展示会と講

害者に対する IT を活用したコミュニケーション機

演会を 11 月 6 日（土）に三重県松阪庁舎にて開催

能確保への支援ネットワーク構築」という平成 16

することを決めたほか、機器導入マニュアル作成担

年度ユニバーサルデザインリーディング事業を計

当者の選任も行いました。

画され、CTF 松阪がその実施について委託を受け、

事務局では、各層の方々の幅広いご意見を伺いな

この事業を成功させるため定期的に開催するもの

がら柔軟に活動を進めて行きたいので、多数の皆様

です。

の実行委員会への参加を、と呼びかけています。

事業の目的は、障害のある方のコミュニケーショ
ン手段としての IT（情報技術）導入支援です。そし

新しく参加していただける方は、CTF 松阪

て主として次の業務を行います。

までご連絡ください。

① IT を活用したコミュニケーション機器展示会の
開催

電話・FAX：0598-21-7268
e-MAIL：sanguudo@ybb.ne.jp

CTF 松阪とは?
Challenged To the Future （未来に羽ばたく障害者の意=造語）の頭文字をとり、
障害者の方が IT（情報技術）を活用して社会参加・自己実現するための支援を行いな
がら、障害者の方とともに IT（情報技術）に関する事業を行い、障害者の方の自立に
寄与することを目的とする特定非営利活動法人です。

CTF 松阪のホームページ
http://www.geocities.jp/sanguudo/ctf/
CTF 松阪のｅメールアドレス
sanguudo@ybb.ne.jp
CTF 松阪会員のメーリングリスト
登録ご希望の会員の方は、管理者（下記アドレス）あてに「登録希望」の
メールを送ってください。

ctfom-owner@egroups.co.jp

(2)
DNS(Domain Name System)って何だろね？

（番外編１）

本紙第 11 号から第 14 号に連載しました DNS(Domain Name System)って何だろね? の番外編として、
「正引き」と「逆
引き」について解説することとします。

プロバイダの DNS サーバーはルートネームサー

レスをクライアントのパソコンに返してきます。こ

バー、JP ドメインの DNS サーバー、CO ドメイン

のように URL から IP アドレスを求める問い合わせ

の DNS サーバーと順に問い合わせを行っていき、

方式を「正引き」と言います。問い合わせを受けた

最終的に IP アドレスを取得するわけですが、逆に IP

DNS サーバーは何故 IP アドレスを知っているかと

アドレスからプロバイダを特定することもできます。

いうと、IP アドレスを使いたいという個人や団体、

IP アドレスからプロバイダが特定出来ると、掲示

会社等から、登録依頼を受けるからです。（年間にい

板荒らしや、嫌がらせメールを送りつけてくるよう

くらかの費用を払い、「www.yahoo.co.jp」等の文

な人に対して警告を出すなどの対策を行う事が出来

字列(ドメイン)と IP アドレスを取得しているので

るようになります。（掲示板に書込みを行うと、その

す。）

掲示板に書き込まれた日時、IP アドレス等が記録に

IP アドレスから URL 等のドメイン名を求める事

残ります。また、メールを送ると、メールのヘッダ

を「逆引き」といいます。

部分に送信者の IP アドレスと送信日時が記録に残る

正引きの場合、URL から IP アドレスを求めるの

からです。）

ですが、こちらはインターネットエクスプローラ等

「www.yahoo.co.jp」等の URL を IP アドレスに

のソフトウェアが自動的に行ってくれます。

変換する時に、クライアントのパソコンが DNS サ

（つづく）

ーバーに問い合わせると、DNS サーバーは IP アド

=== 文責：岩崎 ===

CTF 松阪の役員
CTF 松阪には、定款により、理事 8 名以上 10 名以下ならびに監事 1 名
の役員を置くこととなっており、現在次の各氏がその任にあたっており
ます。なお、任期は平成 17 年 5 月 31 日までとなっています。
機会がありましたら、それぞれの方のプロフィールや抱負などを本紙で
紹介をしていきたいと思います。
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第 4 回理事会開催

6 月 12 日（土）松阪市障害者福祉センター（松
阪市殿町）において、第 4 回理事会を開催しまし
た。
会員 10 名（うち理事 8 名）が出席し、障害者
に対する IT 支援ネットワーク第１回実行委員会
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。

6 月に実施した事業

第 4 回理事会

7 月の予定
（12 日）

障害者に対する IT 支援ネットワーク

第 5 回理事会

第１回実行委員会

10 日 13：00〜16：30
（19 日）

障害者対象個人向けパソコン講座

松阪コミュニティ文化センターにて

障害者対象個人向けパソコン講座

（1 日、8 日、15 日、22 日）

6 日、13 日、20 日、27 日
各 9：30〜11：30
松阪市障害者福祉センターにて

障害者に対する IT 支援ネットワーク

第 2 回実行委員会
1４日 13：30〜17：00
三重県松阪庁舎 1 階であいのひろばにて

コンピュータウイルスにご注意!!

6 月 27 日付朝日新聞をご覧になった方も多いと思いますが、『WEB 見ただけで感染、新ウイルス「スコ
ッブ」が拡大』との見出しで、感染すると、クレジットカード番号やパスワードなどの個人情報が流出する可
能性があるとのことです。
この「スコッブ」に限らず、世界中では 1 日に何個も新しいウイルスが作られ、ばらまかれています。最
近の傾向としては、かかった自分が被害者となるだけではなく、自分を踏み台にして他の人にウイルスを蔓延
させる加害者になる、という類のものが多いようです。
新聞記事にならないウイルスもたくさんありますので、セキュリティソフト会社のホーム
ページなど（URL 下記参照）から常に最新情報を得て、対策をするようにしましょう。
（株）シマンテック

http://www.symantec.co.jp/

トレンドマイクロ（株） http://www.trendmicro.com/jp/

(4)
リレー随筆 ナンバー１４

今月は、第一公民館のパソコンクラブ 第一.com の三人娘のお一人で、CTF の
活動にも積極的に取り組んでおられます、金児艶子様からご寄稿いただきました。

１４
近頃おもうこと
金

児

艶

子

最初は、何となく六十の手習いで始めたパソコンだったのですが、ちょっとさわれるようになるとそ
の無限の魅力にとりつかれ、あっという間に一年以上がたちました。その間にメールや講習会を通じて、
色々な年代や職業の方々と接する機会を持つことが出来、只々そのネットワークの広さにおどろくばか
りです。なかでも「CTF 松阪」との出会いが私の生活を大きく変えたような気がします。
講習会があるといえば出かけ、場違いな所へ来たと多少後悔の念を感じながらも何か一つ身につけて
帰る事の多い日々でした。おかげさまで、親身に教えていただいた皆さんのおかげで少しは一人前にな
ったような気がし、多少の自信がつきました。ですから私でもお手伝いできることがあると思い、頑張
っています。 （扉を少し開けただけですが・・・）
そんな私を優しく指導してくださった多くの方々、そしてなによりもパソコンの出会いに背中を押し
てくれた友人に深く感謝しています。そして、私を見守って、送り出してくれる主人にも・・・
一人では何も出来ません。お互い支え合ってこれからの毎日を、有意義に過ごしていきたいです。
相田みつをさんの詩に、 「そのうち そのうち べんかいしながら 日がくれる・・・」 という
のがあります。できない理由をくりかえしているうちに結局は何もやらなかった。という自戒の詩なの
ですが、何か心惹かれるものがあります。そう、自分もそうならないように人生を歩んでいきたいもの
です。
これからも、皆さんから多くのことを学び私に出来ることを、していけたらと
思います。
次号も皆様どうぞお楽しみに・・・
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