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障害者に対する IT 支援ネットワーク

第 ２ 回 実 行 委 員 会 開 催
去る７月１４日（水）午後１時３０分から、県
松阪庁舎１階であいのひろばにおいて、第２回の
「障害者に対する IT 支援ネットワーク実行委員
会」が開催されました。
前回に引き続き、県健康福祉部ＵＤチーム、県
松阪地方県民局保健福祉部、医療関係者、小規模
作業所、各種ボランティア団体から多数の方が参
加し、１１月６日（土）に開催予定の「障害者に
対するＩＴ機器コミュニケーション展と講演会」
について活発な意見交換を行い、下記のように決
まりました。

上の写真は、第２回実行委員会の様子

障害者に対するＩＴ機器コミュニケーション展と講演会
日

時： 平成１６年１１月６日（土）13:00 〜 17:00

場

所： 県松阪庁舎６階

大会議室

メインテーマ： 「つなげようＩＴのかけ橋」
内

容： 13:00
13:30

〜コミュニケーション器機展Ⅱ〜

オープニング セレモニー
講演

ハッシャダイ

「こころの自立を支えるコミュニケーション」
講師

15:00

展示見学

17:00

終了

星城大学リハビリテーション学部教授

畠山卓朗氏

『ことばは日々変化するもの』と言われるが、最近の外来語の氾濫に閉口して
いるのは私だけではないと思う。
国立国語研究所では、分かりにくい外来語を日本語に言い換える提案をしてい
るが、そのほとんどの外来語の本当の意味を知らずに聞いたり使ったりしていたことに気付く。
ユニバーサルデザイン

は、 万人向け設計

と言い換えてはどうか、と提案されている。CTF

松阪が関係している事業のユニバーサルデザイン・リーディング事業、さしずめ 万人向
け設計先導事業

ということになろうか。ただ、関係者としての私は、 ユニバーサルデ

ザイン・リーディング事業

と言いたくなるのである、勝手なものである。
（H.O）

(2)
DNS(Domain Name System)って何だろね？

（番外編２）

これと反対の逆引きの場合、クライアントのパソ

また、nslookup を少し便利にしたようなコマン

コンが IP アドレスから URL 等の情報を求める必要

ドに「whois」というコマンドもあります。このコ

性はほとんどありません。その為、クライアントを

マンドではプロバイダ名、管理者名等を DNS サー

想 定 し て つ く ら れ た Windows95/98/Me/ 等 の

バーに対して問い合わせてくれますが、Windows

OS では「逆引き」を行うソフトウェアは OS 標準

にはありません。（UNIX のみ使用出来ます。）

では提供されておりません。サーバーを想定してつ

試してみたいという方は、WEB 上でこれらのサー

くられた WindowsNT/2000/XP または UNIX 等

ビスを行っているところがありますので紹介します。

の OS は「nslookup」というコマンドを使用すれば

こちらは WEB 上のサービスですから OS は何でも

逆引きが可能です。WindowsNT/2000/XP ユー

良いです。使い方は IP アドレスかドメイン名を入力

ザーの方は DOS プロンプトを起動して、下記のよ

してボタンを押すだけです。

うに入力すると逆引きができます。
nslookup 210.81.153.70

（逆引きしたい対

象 IP アドレス）
また、このコマンドは DNS サーバーに対して正
引きの問い合わせも行う事が出来ます。
nslookup www.yahoo.co.jp （正引きしたい対
象ドメイン名）

nslookup コマンド
http://www2s.biglobe.ne.jp/˜cru/library/t
ools/nslookup.html
whois コマンド
http://www.benri.com/whois/
（おわり）
=== 文責：岩崎 ===
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第 5 回理事会開催

7 月 10 日（土）松阪市コミュニティ文化セン
ター（松阪市川井町）において、第５回理事会を
開催しました。
会員 8 名（うち理事 6 名）が出席し、障害者に
対する IT 支援ネットワーク第 2 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。

7 月に実施した事業

第 5 回理事会

8 月の予定
（10 日）

障害者に対する IT 支援ネットワーク

第 6 回理事会

第 2 回実行委員会

21 日 13：30〜16：30
（14 日）

障害者対象個人向けパソコン講座

三重こどもの城にて

障害者対象個人向けパソコン講座

（6 日、13 日、20 日、27 日）

3 日、10 日、17 日、24 日
各 9：30〜11：30
松阪市障害者福祉センターにて

佐々木大輔様から

夢風船だより

ご投稿をいただきました

飯南町に 3 年間国際交流員として来て頂き夢風船にも英語を教
えにきていただいたルイズギブスさんが、8 月に母国オーストラリア
に帰られると言うことなので夢風船にてお別れパーティをしました。
僕はいろんな思い出があります。一緒に YOSAKOI を踊って頂いたり、オーストラリアのダンスを教えていただいた
り、料理も一緒に作ったり英語のゲームも沢山しました。中でも英語のしりとりが良かったです。
この 3 年間で、オーストラリアの文化の違いやいろんな事に触れたと思います。これから積極的に外国人と話し、コ
ミュニケーションの輪を広げていこうと思います。
本当に有難うございました。

(4)
リレー随筆 ナンバー１５

今月は、松阪市障害者福祉センター主催パソコン講座の補助講師として、また手話
がお得意で、聴覚障害者向けパソコン講座でもご活躍の、西村美由紀様からご寄稿い
ただきました。

１５
今年前半（西村）の出来事、
（皆様には、大変ご心配ご迷惑をお掛け
しています、ありがとうございます）
毎日、暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
今年の前半、自分は入院や怪我で、CTF の活動をほとんどお休みさせて頂きました。
入院は、今年の３月に頭の骨のすぐ下に良性の腫瘍が見つかり、少し大きかった為、手術しました。
術後〜３日ぐらいは、幻覚を見たり、かなりリアルな幻聴が聞こえたり、天井がぐるぐる廻っていた
り、又、一か月くらい人の言う事が信用出来なくて大変でしたが、今は、疲れやすい事と足の麻痺以
外はほぼ普通になりました。
手術で左足の動きが悪くなっていましたので、退院後は足のリハビリに励んでいました。最近は、
足の方もかなり良くなって犬の散歩にもいけるようになっていました。ところが６月末に、犬の散歩
中に転倒して骨折してしまいました。骨折は初めての事で大変痛くて、場所が場所だけに何をするの
も痛いので、家事もゆっくりゆっくり慎重にしています。最近は、ほとんど家の中でおとなしくして
います。まだ少し痛く（骨折）、子どもも夏休みに入りましたので、もう少しお休みが頂ければなあ
と思っています。
今、自宅では、自分の使っているパソコン（HDD１０GB）の HDD が、いっぱい近くになってい
るのと機種が古いせいか最近の新しいソフトがよくフリーズするし、夏になるとフリーズの回数も増
える（実は冷房さえすればフリーズはしないんですが）ので、万一の時の為にと、ソフトやメールを
せっせと整理しています。
今年は、いつもの年より暑いですので、皆さんお体に気を付けて下さいね。

次号も皆様どうぞお楽しみに・・・
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今年は早くから真夏が到来、皆様暑さに負けていませ
んか？

IT を活用した障害者支援 NPO 法人

その分秋が早く来ることを、ただひたすらに願

っています。
今月号から、第１面に「四五百森」（よいほのもり）と
いうコラムを新設し、役員さん持ち回りで担当していた
だくこととしました。皆さんどうぞお楽しみに・・・
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