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CTF 松阪では、8 月 7 日、21 日、28 日の 3 日
間、松阪市障害者福祉センターにおいて、会員スキ
ルアップ研修会（前期）を開催しました。
この研修会は、毎週火曜日に開催の「障害者対象
個人向けパソコン講座」をはじめとする障害者の
方々への IT サポートの質的向上をはかるために計画
されたもので、3 日間で延べ 36 名の会員の皆さん
が参加されました。
前期にあたる 8 月の研修テーマは、オフイスソフ
ト“エクセル”
。それも、エクセルの 1 から 10 まで
を習得する講座ではなく、エクセルの初心者がよく
つまづく“疑問・難問”を 7 つ取り上げ、サポート

上の写真は熱心に研修される会員の皆様

に即役立つ知識や技術を得るための研修会でした。
「わかっているようでわからない」という部分が
多くあり、参加者の皆さん相互にノウハウを交換し
ながら、自分の知識・技能を再確認して今後の活動

参 加 者 の声 ：
『難しかったが、楽しかった』、
『初めての経
験、勉強になった』
、
『テキストに感激』
、
『つ
いて行くのが大変、でも楽しかった』
・・・

に自信を持つことができました。

お知らせ
9 月 4 日と 25 日の 2 日間（各９時３０分から１１時３０分まで）、松阪市障害者福祉センターにおいて、
会員スキルアップ研修会（後期）を開催します。
日ごろのパソコンサポート現場でのノウハウを共有化し、指導能力のレベルアップをはかることを目的と
するもので、多くの会員の方のご参加をお待ちしております。
参加ご希望の会員の方は事務局までお申し込みください。

よいほのもり

命を守る
何時来ても、不思議でない！！
何度聞いた言葉でしょうか、他人事のようにまさか我が身に襲って来るとは・・・・・
否 襲って来るとは思いたくないのです、そして何の備えもしなく、
「何の危機感もなく
危機感もなく、
もなく、気持だけ
気持だけ一番安全
だけ一番安全な
一番安全な処に居る自分」
自分」
最近ニ度程、阪神淡路大震災記念館を訪れる機会があり、１１年前の大地震の規模と、尊い人命を奪った震災は、
言葉だけでは伝えきれない被害の恐ろしさを体感してきました。
記念講演を聞くたびに「
「自分の
自分の命は、自分で
自分で守る」 でした。
さて、三日間を生きのびる準備をしよう！
又、9 月 1 日 ”防災の日”が やってきた。

(I.S)

今月号は文字数が多いので、１ページと４ページにＳＰコードを２個ずつ付けてあります。１ページ
と４ページでは、先に左下のＳＰコードを、次に右下のＳＰコードを読んでください。
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インターネットを支える技術 ＸIＩI

DHCP のキャプチャ
それでは Etherial を使った DHCP サーバとのやり取り（前回７月号）のつづきを見ましょう。
２、DHCP OFFER メッセージ
DHCP DISCOVER メッセージを受け取った DHCP サーバは、DHCP OFFER メッセージを返し
ます。このメッセージは、割り当てる候補となる IP アドレスが含まれています〔下図下から２行目の
c0 a8 01 14(192 168 01 20)〕。この IP アドレスで問題ないとクライアントが判断した場合、
DHCP サーバに DHCP REQUEST メッセージを送信します。
DHCP OFFER メッセージの送信元アドレスには DHCP サーバ自身のアドレス(c0 a8 01 01)が
セットされています。宛先には DHCP DISCOVER メッセージを送信してきたクライアントの IP ア
ドレスはまだ存在していないため、ブロードキャストアドレス(ff ff ff ff)がセットされています。こ
のようにブロードキャストアドレスをうまく利用することで、IP アドレスが無くてもやり取りを可能
にしているのです。

同様にして
３、DHCP REQUEST メッセージ
DHCP OFFER メッセージを受け取ったクライアント PC は、続けて DHCP REQUEST メッセージ
を送信します。この DHCP REQUEST メッセージで先ほど DHCP OFFER メッセージで割り当て候補
となっていた IP アドレス(192.168.1.20)を正式に取得要求します。
DHCP REQUEST メッセージを DHCP サーバが受け取ると、要求された IP アドレスに問題がなけれ
ばプールされているアドレスから貸し出します。
そのためのメッセージが DHCP ACK メッセージです。
４、DHCP ACK メッセージ
REQUEST メッセージを受け取った DHCP サーバは、DHCP ACK メッセージを送信することで、
クライアントに貸し出す IP アドレスやサブネットマスク、貸出期間を通知します。
つづく
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【８月】の活動報告

【９月】の活動予定

会員スキルアップ研修会（前期）

第２１回理事会

（７日、２１日、２８日）

９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
（１日、８日、2２日）

会員スキルアップ研修会（後期）
４日、２５日

ワーク会員スキルアップ研修会

各 9:30～11:30

松阪市障害者福祉センターにて

（８日）

障害者対象個人向けパソコン講座

障害者宅訪問 IT サポート

５日、１２日、１９日、２６日

（４日、１４日、１６日）

各 9:30～11:30
松阪市障害者福祉センターにて

ワーク会員スキルアップ研修会
５日、１２日、１９日、２６日
各 9:30～11:30
松阪市障害者福祉センターにて

季節の花・いちし（ヒガンバナ）
季節の花
・いちし（ヒガンバナ）

道の辺の いちしの花
いちしの花の いちしろく
人皆知りぬ
人皆知
りぬ 我が恋妻は
恋妻は
（万葉集巻 11-2480）
道端のヒガンバナは真っ赤に咲き、すぐ人の目につく
私の恋しい妻のことも、みんなに知られてしまった

万葉集にある“いちし”は、
“ぎしぎし”、
“くさいちご”、
“えご
の木”など諸説があるが、
“ヒガンバナ”説が有力とのこと。
「赤い花なら万珠沙華」と言われる万珠沙華はヒガ
ンバナの別名で、
“赤い花”
“天上の華”という梵語に
由来しているという。
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リレー随筆ナンバー40 今月は、CTF 松阪のワーク会員として、ホームページ作成やポスター作成など、
持ち前のセンスのよさとがんばりで受託業務を処理してくださっている、吉村和
代様からご投稿をいただきました。

４０

「皆様に支えられて」
吉 村 和 代
地球温暖化のせいなのか、日本は四季の変化がはっきりしているはずなのに、急に暑くなったり寒く
なったりして、
「夏」と「冬」しかない“二季”になってしまっているような気がします。
CTF でお世話になって３年余り、最初は個人向け講座で、それがいつしかワーカーという立場でパソ
コンを教えていただくようになりました。HP 作成は、最初は本当にチンプンカンプンで、自分のパソ
コンを持っていないし、自宅でインターネットを接続していない私が CTF にいて良いのだろうかと、
とても申し訳ないような、不安な気持ちでいっぱいでした。でも周囲の方々が嫌な顔をせず、支援して
くださっていることに感謝しています。
また今年４月から「障害者自立支援法」が施行され、ヘルパーさんを利用していくことが難しくなり、
３月で CTF の方を辞めなければいけないと思っていたのですが、指導してくださる方に送迎していた
だくことができ、続けられることをうれしく思っています。
犯罪や自殺、事故等暗いニュースが絶えず飛び交い、「自分さえ良ければよい」という人達が多い中
で、私は「明るさ」と「パワー」の満ち溢れた、CTF の皆様方を見ていると、日本中が、いいえ世界中
が“人はみんな支えあって生きている”と実感できる、温かな世の中になって欲しいと願わずにはいら
れません。

編集後記
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まだまだ、暑い日が続きます。
皆さん健康には、くれぐれも注意
をしてくださいね。
先日、一緒に勉強している方から、火曜日が休み
だとつまらないという声を、聞きました。楽しみに
していただいている様子、嬉しく思いました。
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