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平成 20 年 3 月 20 日発行
マウスケ君はＩＴクラブのマスコットです

湘南二宮ＩＴクラブ便り「創刊に当たって」
理事長

片岡健二

湘南二宮ＩＴクラブは、平成 16 年 6 月に特定非営利活動法人になり 4 年目になります。地域住民の方々に、
生活の利便性の向上にお役に立つよう、情報技術（ＩＴ）についての知識の普及・技能の向上のための事業
を行うことにより、公益の増進に寄与することを目的とします。会員はすべてボランティアとして、いろい
ろな活動に携わっています。活動の状況を多くの地域住民の方々に知っていただき、広くご利用いただきた
く、このたび「湘南二宮ＩＴクラブ便り」を発行いたすこととしました。
ＩＴ、特にパソコンを利用して仕事をすることはもとより、学習のため、日常生活の利便性を向上するた
めに、また趣味を楽しむために利用されています。インターネットを通じて提供されるさまざまな情報やサ
ービスは、急速に増えまた変化しています。ＩＴクラブは、パソコン講習会、ＩＴ講演会、パソコン相談会
およびＩＴふれあい館での指導員業務などの活動を通じて、これらの情報やサービスを的確に利用できるよ
う、修得や研鑽のお手伝いをしています。本便りで、活動の結果や今後の予定、また折々のＩＴトピックス
などの情報を、提供してまいりますので、是非ご利用いただきたくお願いいたします。

湘南二宮ＩＴクラブの生い立ち
山岸 正之
平成１３年２月町の広報紙で「ＩＴ（情報技術）の普及の支援やＰＣ（パソコン）操作など初心者を対象
にしたサポート活動ができるボランティアを募集します」
（掲載の一部）と呼びかけた結果１８名の方々がご
参集下さいました。同年３月２４日二宮町社会福祉センターにての設立総会で同メンバーをもとに「湘南二
宮・ＩＴクラブ」が発足しました。
国が自治体に多額の助成金で打ち出したインターネットを全国的に広める「ｅ-Ｊａｐａｎ計画」で、町行
政が町民への初心者講習会を実施することとなり、そのフォローのための補講体制づくりの準備を町と協働
のもとに進めました。
“皆がパソコン講習を受けよう！”との掛け声で「ＩＴ革命」、
「パソコンブーム」が幕
開けした折でもあり、３月２７日付神奈川新聞では「二宮町の住民有志 ＩＴ講習助っ人集合-初心者の技術
習得支援」、タウンニュースは「ＩＴで目指す街づくり：スペシャリストの集まり＜ＩＴクラブ＞が発足」と
目的・要旨が詳しく報道されるなど多くの期待を背に勇躍進発しました。
発足当初から「会員相互が研鑽と親睦を図ると共に、地域情報コミュニティーづくり」をも目指し講習会
他各行事には一同が全ての運営に参画し楽しく集う場造りも合わせ行なってきました。
体制も整い、社会的責任を明確にするためと更なる発展を期して、ＮＰＯ法人への認証手続き等の準備を
平成１５年９月に開始し、平成１６年２月「ＮＰＯ法人湘南二宮ＩＴクラブ」を設立、同年６月に認証を受
け、名実共にまちづくり「町民活動団体」の一員となりました。その後、町民の皆様のご支援を頂きつつ活
動を続け今日に至っております。

新しい事業
渡邊 恒文
ＩＴクラブでは、創立以来町からの受託に基づくパソコン講習会、クラブ独自の講習会が活動の大きな柱と
なっています。初心者向けの講習を中心に展開しつつ、ビジネス向けのワードやエクセルの講習会なども展開
をしてきました。受講した方に対し次のステップを提供する機会として、平成 20 年 3 月より新たに「寺子屋」
を展開しています。これまでのように毎回受講者を募集するのではなく、受講者を固定して 6 ヶ月全 12 回の
設定で継続的でより深い理解をできる内容の講習会目指すものです。平日（趣味）、休日（ビジネス）の 2 種
類のコースを設けています。
一方で、観光協会、商工会など向けにホームページの展開、パソコン講習会など、特定業種向けのサ
ービスを展開していくことを推進しております。町の発展に少しでも役に立っていく事業を展開することを、
ＩＴクラブ自身の大きな柱のひとつとして位置づけております。
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楽々パソコン講習会
足助 悦
楽々パソコン講習会はＩＴクラブ独自の企画で行っている講習会です。レベルは、町主催のゆっくりパソコ
ン講習会で基礎を学んだ次の段階を目標として、大きく２つの体系に分れています。第一に基礎講座としてワ
ードとエクセルの基本を何段階かに分けて学んでいくもので、第二段階は応用講座としてワードを使って実用
的なお知らせなど見栄えのよい文書の作り方など、エクセルでは計算機能を使って金銭出納帳や仕事に役立つ
集計の仕方など、またその他ではデジカメ写真の扱い方や年賀状つくり、インターネットの効率のよい使い方
やメールの上手な使い方などを学んでいただきます。また、ちょっと進んだ方むけの上級コースや仕事に役立
つコースなどを開設していきます。
ＩＴクラブでは皆さんのこんなことができないだろうか？とのご要望に少
しでも応えるべく努力をしてまいりますのでご要望がございましたらぜひ
お聞かせくださいますようお願いいたします。

受託パソコン講習会（ゆっくりパソコン講習会）
足助 悦
ＩＴクラブは二宮町から一般住民のＩＴ普及の一環としてのパソコン入
門講習会運営の委託を受けて初心者講習会（ゆっくりパソコン講習会）を
行っております。
初めてパソコンに触れる方を対象として、「パソコンの基本」から「文字入
力」、
「インターネット」
、
「メール」を３時間ずつ４日を２ヶ月でゆっくり学んでいただこうというコースです。
パソコンは怖くないんだ、こんなこともできるんだ、便利だなあ、ということを体験していただくことを念頭
に、当クラブ会員がテキスト作成から教え方まで毎月の会合で反省し改善を繰り返しています。
この講習会は、１コース１０名で年間１２コースを午前、午後のコースを偶数月に応募をして行っています。
土曜、日曜コースとその他の曜日コースを交互に組んで行っています。
お子様が学校へ上がり手の離れたお母さんから８０歳近いご高齢の方まで大勢の方々に学んでいただき好評を
得ております。

小学校パソコン利用支援（授業・クラブ活動・ＰＴＡ広報）
渡邊 恒文
二宮小学校、一色小学校で行っているパソコンを使用した授業の際に、講師あるいは学校の先生の補助要員
として例年のべ 1,200 名程度の児童に対して支援を行っています。年々パソコンを自宅でも使用している児童
が増えており、パソコンの操作になれ親しんでいる状況になってきています。しかしながら、限られた時間で
30－40 人の児童が同じことをおこっていると、さまざまな状況がおこり先生一人では対応しきれないのが現実
です。このような状況を解決するために、補助要員として、また場合によっては講師として支援をさせていた
だいております。近年は、授業に加え、クラブ活動（パソコンクラブ）への支援も行っています。
数時間の内容ですが、子供たちの習得は想像以上に早く、できあがった素晴らしい作品の数々に感動を覚え、
私たちにとってもよい刺激となっております。
この他、ＰＴＡ広報委員会に対してパソコンの操作方法の講習会を実施しております。広報誌はパソコンを使
用して原稿を作成する傾向があり、新しく広報委員になった方がこの機会にパソコンを使用できるように積極
的に学習されています。毎年できあがった広報誌をいただき、内容的にも見栄えも立派な誌面をみさせいただ
いております。

ＩＴ講演会
江見 千秋
ＩＴクラブでは、地域住民の方々へのＩＴ利用に関する普及・啓発を意図し、
「日常生活に於けるＩＴ利用の
現状と将来」といったようなテーマで、年に１、２回「ＩＴ講演
会」を開催しております。
平成 20 年 2 月にはその回数も１０回を迎え、次のような内容で
第 10 回ＩＴ講演会を開催し、参加された方々に、多様化を続ける
インターネットなどの新しい活用方法を聞いていただき、ご好評を
いただきました。
・ 日常生活におけるパソコン利用の現状と将来」
・ 音楽と映像を持ち歩いて、好きな時、好きな場所で楽しむ！
これからも、皆様のＩＴ活用に役立てていただけるよな、このよう
な催しを適時開催する予定です。
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まつり等イベントへの参加
江見 千秋
例年ラディアンで開催される、湘南にのみやふるさとまつ
り会場での変身願望の写真つくりやライブカメラのスクリー
ン投影などをご存知でしょうか？これらの催しは、当ＩＴク
ラブが行っております。
この他にも、得意のパソコンを使って、当日のダンスコンテ
ストの採点集計にも協力しております。
また、1、2 月に開催された菜の花ウォッチングプロジェクト
にも、ホームページの作成・更新やお知らせ版の作成に協力し
ております。
このように、パソコンを利用して、町のイベントに積極的に参加しています。
イベントなどの会場でＳＮＩＣの文字を見掛けられましたら、ぜひ声をかけてください。

ＩＴふれあい館指導員・相談会業務
富岡 幹雄
ＩＴふれあい館ではパソコン、インターネットを自由に利用できます。
クラブのメンバーが交代でＩＴ指導員として、各種の質問に答えています。
「ワード」で縦書き文章を書くには？インターネットで出先の地図を調べた
いなどちょっとしたヒントで楽しくパソコンを使えるようお手伝いをしてい
ます。
また、月に６回ほど「パソコン相談会」を実施しています。
パソコンの操作で解らない場合や講習会の復習などを希望される場合に１対
１でご相談に応じていますので、お気楽においでください。ご自分のパソコ
ンの持ち込みも可能です。

ホームページ作成・更新支援
佐藤 祐一
日本で最初に公開されたホームページをご存じでしょうか？「日本最初のホームページ」で検索すると発見
できるかと思います。1992 年 9 月 30 日に開設されたものだそうです。
それから 15 年ほどしか経過していませんが、今やホームページは現代人の生活になくてはならないものになっ
ています。
今日出かける目的地の情報を仕入れ、天気を調べ、電車の乗り継ぎを調べたり、見たい TV 番組を調べたり、１
日のニュースを見たり・・・居ながらにして必要な情報を提供してくれます。
地域の皆様を始め、多くの皆様に当クラブの活動を知っていただくために 7 年前からホームページを開設して
います。2 年前からは、講習会の開催情報をご案内したり、IT 講演会の申込みをホームページから行っていた
だけるようにしたりと、活用しております。
また、平成 18 年度からはホームページの受託開発、菜の花ウォッチングの HP 作成支援を行っております。ホ
ームページでお困りのことがありましたら、当クラブにお問合わせください。

その他（会員研修、クラブ懇親会）など
足助 悦
ＩＴクラブの目的は「広く子どもから高齢者に至る地域住民に対し、生活の利便性の向上に資するため、IT(情
報技術)に関する知識の普及・技能の向上に関する事業を行うことにより、公益の増進に寄与することを目的と
する。」
としていますのでこの目的を達成するためにはまず自己研鑽をしないといけません。
会員個人個人で得意とする分野が異なり、深さの程度も異なるのでお互いに知らないことは学び得意なことは
教え合い、自己の技能、関係知識を高め共通した手法、レベルに達成することを目的に会員研修を行っていま
す。
月例会では「最近のトピックス紹介」として最近話題となっているものの紹介を、また、課題をあげて構築の
仕方、手法など会員相互で意見を交わし合う勉強会を行っています。
また、会の活動がＩＴふれあい館指導員業務、講習会担当などと別れていて月例会以外ではみんなで顔を合わ
す機会が少ないので年数回お花見とか新年会、忘年会など懇親の場を設けて懇親を図っています。
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最近のＩＴトピックス
渡邊 恒文
パソコンといえば Windows を思い浮かべる方が多いですが、実は 30 年前から Windows でないパソコンが一
部で使われていました。アップル社のマックです。マックは Windows マシンとは異なり、ハードウェア、OS
とも一社（アップル社）で作られているのが大きな特徴です。しかし、最近 Windows と共通仕様のハードウェ
アを採用し、Windows も動くようになっています。
これまであまりメジャーでなかったアップルも、携帯用音楽プレーヤ iPod でソニーをもろともせず、不動
の地位を築きました。iPod/iTune(パソコン上に取り込んだ音楽を管理するソフト）のユーザが、初めて使用
するパソコンとしてマックを選択することも多くなってきています。
封筒の中から取り出す CM で有名になった「世界で最も薄い、ノートブック」MacBook Air は無線 LAN のみ、
DVD やハードディスクもネットワークで他の PC のものを共有するという新しいコンセプトを打ち出していま
す。低価格（5 万円以下）Windows ノートブックがひとつの流れになっている今、新しいトレンドを引っ張る
アップル社に注目したいところです。

今後のスケジュール
足助 悦
ＩＴクラブはパソコン講習会を主体として初心者講習会や生涯学習講習会を町から受託し、小学校のパソコ
ン授業支援、ＰＴＡの皆さんへ広報つくりのお手伝いなどさせていただき、また独自のパソコン講習会を行っ
てまいりました。
ホームページ関係では、生涯学習の「湘南にのみやバーチャル郷土館」、
「二宮町まちづくりボランティア連合
会」、「菜の花ウォッチング」など作成担当させていただいております。
今後のスケジュールとしては、町民のみなさん個人へのパソコン支援だけではなく広く町全体へのご協力がで
きないか、学校関係は勿論ですが町の発展のための広報関係やパソコンの活用、インターネットの利用などで
各種の団体や商店の皆さんへの応援ができないかと考えております。インターネットやパソコンの利用につき
やってみたいことなどの企画や解決すべき課題をお持ちの方は、ご遠慮なくご連絡下さい。

会員へのお誘い
足助 悦
仕事や趣味などで培った経験、知識、技術を活かしＩＴを通じてボランティア活動に参加してみませんか。
当クラブはＩＴの普及を目指してパソコンの使い方などの講習会を行っていますが、パソコンは道具に過ぎま
せん。仕事に活かす、趣味に活かしてこそパソコンを利用する意味があります。
そのために培ってきた仕事の経験、知識、技術（例えば経理、営業、品質管理、総務・・・）を、当クラブの
運営に活かし、パソコンなどＩＴを通じて地域の活性化に協力します。
また、一方では趣味をパソコンを使って更に高め研鑽したいと考えている方などはぜひ参加してみませんか？
・年会費：３，０００円
・申 込：ＩＴクラブホームページまたは電子メール（sninov@mj.scn-net.ne.jp）
・申込できる人：
会の趣旨に賛同する方、住所、年齢、性別、在職の有無、パソコンの経験など問いません。

編集後記

ＩＴクラ ブ発足以来 七年が 経過
しました。この度、当クラブの活動
などを多くの方々に理解していた
だきたく、この便りを発行すること
にしました。
まだ不十分なところが多々ありま
すが、皆様のご指導を得ながら、少
しでも当クラブを知っていただき、
ご活用いただくためのご参考にな
るよう努力いたしますので、よろし
くお願いいたします。

江見 千秋

上は、湘南二宮ＩＴクラブのホームページのタイトル部分
です。
本ホームページに、ＩＴクラブの催す講習会などの案内や
活動報告などを随時掲載しておりますので、閲覧いただけれ
ばさいわいです。
ＵＲＬ：http://snic.scn-net.ne.jp
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