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長沢

幸子さ ん

ブ ロ グ特集 号 を お届け し ます︒
賛 助 会員の み な さんが 作 ってお られるブ ロ
グを 紹 介しま す ︒ ︵掲載 は 投稿順 です︶
今 後 もこの よ う な特集 を 続けて いきたい と
思っ て います ︒

ブ ロ グ特 集号
090-3659-1734

私 の 部 屋
賛 助会員
ぁ﹂ と感 心させら れ︑
私も︑日 常の出来 事や︑
デジ カメ で撮った 写真
等を 記録 として残 して
おき たい と思い︑ ブロ
グを 始め ました︒
パ ソコ ンの操作 に不
慣れ な私 は︑ブロ グに
載せ るの に解らな い事
ばか りで したがＩ Ｔ個
別相 談会 へ行き︑ 先生
に親 切に いろいろ と教
えて いた だき︑少 しだ
けブ ログ らしくな った
かな と思 い︑また ︑い
ろん な人 のブログ を見
て︑ 素晴 らしいな ぁと
感心 させ られたり で︑
私の 知ら なかった 世界
に入 り込 んだみた いで
す︒ 今で は︑パソ コン
の 前に 座り ブロ グを開け るの
が 楽し くな りま した︒
ここ まで 出来 るように なっ
た のも ︑先 生方 のお陰と 感謝
の 気持 ちで 一杯 です︒

田島

信子さ ん

賛 助会員

ブログ日誌
ＳＨＩＮＫＯの
ＳＨＩＮＫＯの

http://blog.goo.ne.jp/shinnko4649

高槻 ボラパソ は私のパ ソコ
ン生活 の原点で ︑ここか ら私
のパソ コンライ フが始ま りま
した︒ 三年前に ＮＰＯ法 人の
﹁高槻 ボラパソ ﹂が講座 受講
者の募 集をして おり︑早 速応
募して 抽選の結 果︑参加 でき
ること になり大 変嬉しか った
ことが 昨日のよ うに思い 出さ
れます ︒
デジ カメ入門 ︑デジカ メ活

用講座 ・ ブロ グ作成講 座な
どを受 講してそ の時︑親 切な
先生方 と丁寧な 資料を頂 き︑
ますま す高槻ボ ラパソの ファ
ンにな りました ︒
私は 旅行が好 きで旅先 の感
動した 写真やそ こで感じ たこ
とを︑ 残してお きたいと 思い
未知な るブログ にも挑戦 しま
した︒
素晴 らしい先 生方や諸 先輩
のお陰 とパソコ ン関連の 相談
なら何 でもでき る︑月一 度の
無料相 談会のお 陰で今で は分
身のよ うになっ た私のブ ログ
生活が とても充 実したも のに
なり毎 日楽しん でいます ︒有
難うご ざいまし た︒

喜代 子さん

楽しいブログ
賛助会 員

植原

今か ら５年前 ︑﹁高槻 ボラ
パソ﹂ で初めて パソコン を教
えてい ただきま した︒そ の２
年 後 に ブ ロ グ を 習 い ま した
が︑余 り投稿は せず他の 人の
ブログ ばかり見 ていまし た︒
昨年 の夏に︑ ﹁パソコ ンを
使い続 けたい・ ・・それ には
ブログ が良いか も・・﹂ と思
い再開 しました ︒平凡な 生活
ですの で︑ささ やかな生 活の
一コマ が表現で きればと 思っ
ていま す︒
投稿 するには これを・ ・と
いうも のは決め ていませ ん︒

が振り 返ってみ ますと︑ 花が
多いよ うです︒
ブロ グをする ようにな って
から今 まで見過 ごしてき たも
のに︑ 関心を持 つように なり
ました ︒余りに も知らな いこ
とが多 く︑廻り の方々か ら色
々と教 えて頂き ︑有難く 思っ
ていま す︒ブロ グを通じ て多
くの方 と知り合 い︑共通 の話
題で語 り合うの も楽しみ の一
つです ︒
これ からもゆ っくりと 気負
わず楽 しんで続 けられた ら良
いと思 っていま す︒

http://blog.goo.ne.jp/ki16u18
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ボラパソ通信
ボラパソ通信
初め て︑ ブロ
グ を教 えて いた
だ いた 時︑ ﹁な
ん と面 白い こと
が 出来 るの だな

http://blog.goo.ne.jp/15718na

ご自由にお持ち帰り下さい
＊ボランティアでパソコンを教えるＮＰＯ法人 高槻ボラパソの新聞です

賛 助会員 小 林 允 子 さ ん

デジ カ メ提 げ て
ぶら り〜

高槻 ブログの 会に在籍 し画
像加工 なども教 わり楽し んで
います ︒毎日沢 山の方が 観て
下さり 励みにな っていま す︒
出来る だけ長く 続けて行 きた
いと想 います︒
どう ぞよろし くお願い しま
す︒

http://blog.goo.ne.jp/nabe4141

もう ３年と７ ヶ月にな るん
ですね ︒
ボラ パソでブ ログの講 座を
受講し て始める ことにな りま

した︒
今日 はこんな お花を撮 った
よ〜︑ こんな光 景に出会 った
よ〜今 日はワー ドでお絵 かき
したよ 〜と︒楽 しくブロ グに
アップ していま す︒
記 事 や コ メ ン ト ︑ 画 像の
アップ に時間が かかりす ぎ︑
夜更か しが増え る日が多 くな
りまし たが︑い きいき７ ０代︑
頭の体 操だと考 えていま す︒
伊丹市 の昆陽池 の風景を アッ
プしま すと“私 はすぐ側 に住
んでい ます”と か︑万博 公園
の梅園 の梅の写 真を見て いた

だくと “私も同 じ日に梅 園に
行って いました よ”とコ メン
トをい ただくと 嬉しくな りま
す︒
この ような人 々との出 会い
を大切 に︑これ からもい い日
々を重 ねていき たいと考 えて
います ︒
こん な風に私 の背中を 押し
てくだ さったボ ラパソの みな
さんに ︑そして このブロ グで
の出会 いに︑感 謝です︒

Ｑ：トラックバックってなんですか？
Ａ：トラック（貨物車）が後ろ向きに走ることでは
ありません。（*^̲^*）
あなた（Ａさん）のブログの記事が友人（又は
有名人）Ｂさんのブログの記事と関係ある場合
にＢさんのブログを読んだ人にあなたのブログ
読んでもらうようにリンクを貼ることをトラッ
クバックと言います。
具体的なやり方はＩＴ相談会へお越し下さい。

投稿 いただき ました賛 助会
員のみ なさまへ
素晴 らしい原 稿をあり がと
うござ いました ︒︵大︶
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Tomorrow is

真 ︑季 節の イラ スト︑壁 紙も
固 定し ︑身 近な 日々の生 活の
出 来事 ︑情 報交 換︑講座 で習
得 した 画像 と︑ またコメ ント
を 通じ ての 心の ふれあい ︑お
会 いし た事 もな い方に驚 いた
り ︑訪 問し たり ︑マイペ ース
で 投稿 ︑す ると 遠くの友 人か
ら ︑元 気？ 暫く 更新して ない
の でと ︑心 配メ ールが︑ 最近
は 写 真 に こ だ わ る こ と もな
く ︑思 いつ きの まま文章 だけ
と かも ︑日 々の 私の投稿 が離
れ て住 む息 子︑ 娘の家族 がブ
ロ グを 見る こと で今日も 元気
と 安心 する と私 は思って いま
す︒
ボラ パソ の皆 様に親切 に教
え て頂 き感 謝し ています ︒

な べ のフ ォ ト 散歩
賛助 会員

真
真鍋
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ん
ブロ グを 始め た動機は 高槻
ボ ラパ ソで ブロ グの講座 があ
り 興 味 本 位 で 出 席 し た のが
き っか けで す︒
確か 年 ぐら い前だっ たと
記 憶し てい ます ︒あれこ れ試
し てい る内 ︑楽 しくなり 今ま
で 続い てい ます ︒
主に 季節 のお 花の写真 を投
稿 して いま すが ︑近くの 公園
に 出か けた り︑ 珍しい昆 虫や
野 鳥等 にも 目を 向けるよ うに
な りい つも カメ ラを持ち 歩く
様 にも なり まし た︒

http://blog.goo.ne.jp/koba2468

another day

賛助 会員 小 村 満 子 さ ん

http://sky.ap.teacup.com/mood/

マス コミでブ ログ が話 題に
な り 始 め た 頃 ︑ う の 花 のグ
ループ での講座 がき っか けで
開設し ４年半に ︑嬉 しく てテ
ンプレ ートのト ップ にフ ラッ
シュを 入れたり ︑音 楽︑ 壁紙
を季節 ごとに変 え︑ 写真 の為
に撮影 旅行とし てよ く出 かけ
たもの です︒
ある 時から︑ 自分 らし い雰
囲気を と︑タイ トル 部分 に写
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