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ＣＴＦ松阪 会長交代のお知らせ
こんにちは、はじめまして。5 月 14 日の理事会で川口様が会長を辞任され、
後任として任命されました、山田則男と申します。川口様は強力なリーダーシッ
プをもって 14 年もの長い間、舵取りをして下さいました。そのお蔭で障がい
のある方々に頼りにされる、
“CTF 松阪”へと育て上げて頂きました。川口様
の体調が芳しくないとのことで、私がお引き受けしたような次第です。
私はこれまで主として“三重県内の難病患者さんの意思伝達”のサポートを
してきました。そのお手伝いがうまくいって、患者さんがパソコンの画面上に
「ありがとう」という文字を表示してくれた時には、お手伝いさせて頂いたこ
ちらまで暖かい気持ちになり、大変嬉しく感じたことが何回もありました。
CTF 松阪の活動はボランティアですので、サポートして頂ける皆さま方、無

山田会長

理のない範囲でご支援下さいます様、宜しくお願い致します。
会長職は何分初めてのことばかりでございますので、いろいろご指導いただくことも多いと存じますが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
新会長・山田則男新会長の下、新体制で活動致してまいりますの、益々のご支援、ご協力程宜しくお願い
いたします。

平成 28 年会員親睦会のお知らせ
昨年１１月９日に第１回親睦会を行い、１６名の皆さま方
に参加頂き、バーベキューや紅葉を楽しんで頂きました。 本
年は、バーベキューと“ホタル狩り”を楽しむ趣向で企画し
ましたので、多数のご参加をお願い致します。
★日 時：６月 26 日（日）１５時に産業振興センター駐車場を出発。雨天決行。
２０時頃に現地出発、帰路へ。
★場 所：松阪市飯南町向粥見 2244（産業振興センターから車で３５分程です）
三田様宅、
“ほたる窯”
、
“感謝の丘”ほか
★内 容：バーベキュー、ホタル狩り、美しい星の観察など。
なお、雨天の際は残念ながら“ホタル狩り”と”美しい星の観察”はできません。
★参加費：一人当たり１，０００円
★募集人員：２０名
★申込み：会長・山田則男まで（0598-26-6333 knyama55@hotmail.com）
★締切り：６月 14 日（火）

今月号は文字数が多いので、第 1 ページ、第 3 ページ、第 4 ページに SP コードを 2 個付けて
あります。第 1 ページ、第 3 ページ、第 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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Word

横長の文字や縦長の文字を入力する

Windows 以前のワープロで文字の大きさを変更した縦倍角や横倍角にしていたが Word でも同様な機能
がある。文字幅の倍率を調整して、横長の文字や縦長の文字を作成する方法を紹介する。

●選択した文字の横幅を２倍に変える
ＮＰＯ法人ＣＴＦ松阪
１．横幅を２倍にしたい文字列をドラッグして選択
する。
２．「拡張書式」メニューから「文字の拡大/縮小」
を選択する。

ＮＰＯ法人ＣＴＦ松阪
横倍角（200％）

３．
「倍率」の右側にある▼ボタンをクリックして、
メニューから「20０％」を選択する。

ＮＰＯ法人ＣＴＦ松阪

※「倍率」の設定は「倍率」ボックスから希望のも
のを選択できるが、希望の数値がない場合は、
「その他」から希望の数値を入力する。「％」

縦倍角（50％）

記号は入力しなくてもよい。
４．文字の横幅が、元の横幅の２倍（20０％）と
なり、横倍角の文字に変わる。
●選択した文字の縦を２倍に変える
１．
「倍率」の右側にある▼ボタンをクリックして、
メニューから「5０％」を選択する。
２．フォントサイズを２倍にする。
※ 縦倍角の設定では横幅の倍率を 50％にしてい
る た め その まま で は縦に 拡 大 され ない た め
フォントサイズを大きくすることで対応する。
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【5 月】の活動報告

【6 月】の活動予定

障がい者対象個人向けパソコン講座

障がい者対象個人向けパソコン講座

（10 日、17 日、24 日）

7 日、14 日、21 日、27 日

役員平成 28 年度通常総会＆理事会

松阪市障がい者福祉センター

9:30～11:30

平成 28 年会員親睦会

（14 日）

IT サポート訪問

26 日
（31 日）

ほたる窯、感謝の丘

15:00～20:00

徒然なるままに

（六）続・祭りについて
松阪の資料では、夏祭りを祇園さん・祇園祭り、祇園会と称して残されているが、私はこれらの表現
には少し抵抗がある。まず、祇園とは、京都八坂の地を祇園と称し、そこで祀られる祇園の守護神の牛
頭天王に祇園社で行われた祇園御霊会が六月の例祭として定着したもので、祇園御霊会が祇園会となる
ので、スサノウ尊を祀れる社であれば、全て祇園会がおこなはれたかとは言うとそうでは無く、天王祭
としている、津島神社、氷川神社・熊野神社などが有り、何れも祇園信仰とは遠い所にあると言える。
松阪の場合よく祇園祭りは、弥勒院・御厨神社・雨竜森神社・毘沙門寺の四ヶ所で行われていたと書
かれているが、祇園会とは、山城の八坂郷の八坂社で、供物をささげ、経の転読を行うこと並びにご神
霊を遷した神輿が氏子町を渡御されること、人事自社が主催するのが祇園会であり、御厨天王・雨竜天
王・毘沙門天王を祀る社は、夏祭りを祇園祭りと称してのイベントに他ならないと言える。
付け祭りとしての（ぎおんさん）は、各町で催し物により、人出を図った御厨と雨竜神社は獅子舞、
弥勒はおどり、毘沙門寺は稽古浄瑠璃なりとあるようにそれぞれ趣向を凝らし、各町内でも屋台を持っ
町々はそれを引廻し、種々の芸をし、町内に作り物で人出を促した。とくに魚町のつくりものは出来が
宜しく評判をよびたいそう賑った。
昭和も 10 年ごろには、各町々に子供神輿が出来、松坂の祇園まつりは、子供神輿まつりとなった。
次号に続く

子供神輿

松阪祇園まつり
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先月に引き続き CTF 松阪の裏方でもある UP さんから旅行記を投稿
いただきました。

リレー随筆ナンバー157

仙台 までドライブしてみた（２/2）
東名から圏央道に乗り換えてから約 1 時間ようやく東北道につながる久喜
白岡ＪＣＴがみえてきました。東北道にのれば仙台までは道なりです。片道 4
車線幅で平坦、ほぼ直線的な雄大な高速道路です。
東北道に乗って最初の佐野 SA で一休みです。お目当ての佐野ラーメンを
いただきました。腰のついよシコシコ麺でした。なおここのレストランは朝
久喜白岡 JCT

食バイキングやってます。先ほどの SA で佐野ラーメンたべたばかりですが
次の上河内 SA で宇都宮餃子をお土産に買ってきます。行きからお土産買っ
てどうするのだと突っ込みどころですが、帰りはこの道とおらないかもです。
次は那須高原 SA を目指して走ります。宇都宮を過ぎるころから道幅も 2
車線になり山間部を走るようになります。那須高原 SA でのお目当てはガン
コじいさん牛乳入りソフトクリームです。とっても濃厚です。森の中に広い
ドッグランが併設されているのでペット連れに

佐野ラーメン

は最適な SA です。

那須高原 SA を過ぎえると栃木から福島へと入ります。雄大な景色の安達
太良山を一望することができる安達太良 SA で休憩です。ここにはなぜかウ
ルトラマンの自販機があります。みんなカメラを向けて記念撮影ですパシャ、
パシャ。声が、目が、胸が光るんですよ。
安達太良 SA の自販機

福島を過ぎるとやっと宮城です。杜の都仙台の入り口にあり、伊達の「粋」
を表現したデザインの建物が印象的な菅生 PA に寄っていきます。名物の牛
タン焼定食をとおもいましたがここはぐっと我慢です。仙台市内にある牛タ
ンで有名な利休でいただこうかと。こちらの牛タンは厚切りです。
菅生 PA を過ぎれば目的の仙台南 IC が見えてきました。ここを降りて右に
曲がれば仙台市内へ、左に曲がれば秋保温泉や作並温泉へとつながります。

仙台南 IC

ゆっくり温泉につかってドライブの疲れを取ります。それではまたね。

編集後記
今月号は紙面の都合で「四五百森」
を掲載することができませんでした。
次号をご期待下さい。
先月開催されました平成 28 年度
通常総会には多数の会員様に出席いただきありがと
うございました。久々にお会いする方など皆様方と
楽しく歓談できました。
今年度も楽しい会員親睦会を企画しましたので、
多数のご参加をおもしております。なお募集締切り
が 6 月 14 日ですのでお忘れなく。
新しく会長職に就任されました山田会長ともども
CTF 松阪を今後ともよろしくお願いします。
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