孝雄

本年 もこの様 な考えで 活動
して参 りますの で益々の ご支
援を賜 りたく存 じます︒

ボラパソ会員一同

⑤募集要項：パソコン教育に興味がある方・
パソコンに限らず、一般のボラ
ンティア活動に興味のある方

年頭
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年
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本年もよろしく
お願いします

④随時入会できます。年会費

１，０００円

是非 ︑私たち とご一緒 に活
動して みません か！
沢山 の仲間た ちと楽し い人
生を創 造しませ んか！
きっ と皆様の 前に新し い世
界が開 けます！

（絵：企画グループ長
宮本小夜子）

③はがき連絡先：〒569-1044
高槻市上土室２丁目１２番１の５０７号
「高槻ボラパソ」に住所・氏名・電話番
号・得意活動分野を記入

部に活 用しよう と思う市 民の
仲間を 作り︑楽 しいパソ コン
人生を 互いに作 り上げよ うと
の活動 も支援
してい ます︒
是非 ボラパ
ソに足 を運ん
で頂き ︑楽し
いパソ コン仲
間を作 りまし
ょう︒ ボラパ
ソはそ の支援
者でも ありま
す︒

ボラパ ソを各人 の﹁居場 所と
出番﹂ に定めい きいきと 活動
してい ます︒
入会 後の活動 分野は︑ ①パ
ソコン の指導② パソコン 技術
の向上 ③パソコ ン同好者 の拡
充④Ｎ ＰＯ法人
の運営 ︵総務︑
会計等 を含む︶
等多様 で︑各自
の希望 に応じた
選択を すること
が出来 ます︒
又次 ページに
掲載の とおり︑
﹁パソ コン指導
者養成 講座︵正
会員必 須︶﹂も
実施︑ 安心して
ご参加 頂けるよ
う配慮 していま
す︒

①メール連絡：
takatukiborapaso@ar.wakwak.com

理事長

正 会員 募 集！

新 年 明けま し て おめで と うござ います︒
ではな いでしょ うか︒
毎 年 パソコ ン 講 座にご 協 力いた だきまし て
高槻 ボラパソ はその様 な方
有 難 うござ い ま す︒
々にも 解りやす いテキス トを
用いて ベテラン の講師ア シス
タント が丁寧な 講座を運 営し
ていま す︒
同 時 に 講 座 で 理 解 で きな
が なか った 方々が沢 山お かった 内容は月 １回の﹁ 無料
ら れま す︒ これから の社 ＩＴ相 談会﹂で 自由に質 問が
会 には 情報 の伝わり 方が 出来る ように成 っていま す︒
生 活の 利便 性を大き く変 質問者 と一対一 で対応し 即日
え てゆ きま す︒この よう 回 答 で き る よ う に し て い ま
な 情報 の格 差が知ら ず知 す︒
らずのうちに生じて し
同時 にパソコ ンを生活 の一
ま って いる よう です︒
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 高 槻 ボ ラ パソ
ご一
一緒
緒に
に活
活動
動し
しま
ませ
せん
んか
か
ご
ご
一
緒
に
活
動
し
ま
せ
ん
か
は ︑高 槻市 と協 働で情報 格差
解 消 の 活 動 を 展 開 し て いま
す︒
パソ コン を利 用して情 報格
高槻 ボラパソ は市民の すべ
差 を解 消す るた めには︑ 先ず ての皆 様がＩＴ ︵情報技 術︶
パ ソコ ンの 学習 が第一で す︒ の恩恵 をうけら れるよう 日々
高槻 ボラ パソ は︑富田 ふれ 活動し ている大 阪府の認 証を
あ い文 化セ ンタ ーを拠点 にし 受けた ＮＰＯ法 人で︑﹁ ボラ
て ︑中 高齢 者に 対して初 級者 ンティ アによる パソコン 指導
向 け教 育を 実施 していま す︒ グルー プ﹂
を標 榜してい ます︒
全 くパ ソコ ン知 らない人 にも
主な 活動拠点 を高槻市 立富
低 額な 料金 で丁 寧にパソ コン 田ふれ あい文化 センター に置
の操作 を体験し て頂ける よう き︑同 センター との協働 事業︑
に万全 の態勢で 受講生を お待 ﹁中高 年対象パ ソコン講 座﹂︑
ち して いま す︒
﹁無料 ＩＴ相談 会﹂等︑ 年間
パソ コン は一 人で学ぶ には 延べ１ ８０日強 を開催し てい
困 難が 付き まと います︒ 疑問 ます︒
が 発生 した 場合 誰に相談 すれ
正会 員は現在 ︑５０名︵他に
ばよい のか迷い ます︒こ のよ 賛助会 員２５０ 名︶で︑
企 業を
う な混 乱が パソ コンの学 習を 退職さ れた方︑ 時間に余 裕の
混 乱さ せ︑ 挫折 を強いる もの できた 主婦の方 たちが︑ 高槻

【入会申し込み方法】

２９号
発行：高槻ボラパソ

090-3659-1734

ボラパソ通信
ボラパソ通信
パソ コン の機
器 は毎 年大 きく
進化していま
す ︒２ 〜３ 年毎
に 大き く変 わっ
て ゆく 様で つい
て 行く のが 大変
な 様子 です ︒早
く 安定 した 姿に
成 らな いも のか
と 発展 と安 定の
姿 を両 睨み で妙
な 期待 感が 有り
ま す︒
機器 の発 展ば
か りに 気を 捕ら
われがちです
が ︑パ ソコ ンの
普 及に はパ ソコ
ン の教 育が 必要
で す︒ 特に 中高
齢 者に はパ ソコ
ン に触 れる 機会

②電話連絡：090-3659-1734 高槻ボラパソ

http://park5.wakwak.com/˜takatukiborapaso/
2011.1.1
２９号
ボラパソ通信
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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

良治

※︵ イ︶会費 が安く親 切に
指導し て頂ける 事︑
︵ロ ︶月一回 ︑第三水 曜日
には無 料にてパ ソコン相 談が
出来る 事︑
︵ハ ︶十二台 のパソコ ンが
設置さ れ指導が 充実して 指導
講師が ﹁パソコ ン﹂の普 及に
関して 大変情熱 を持って おら
れ︑高 齢者に対 しても親 切に
指導し て頂ける 事︒など 初心
者にと って﹁ボ ラパソ﹂ は有
意義な ＮＰＯ団 体です︒
今後 も益々発 展される 事を
希望し ます︒

た いと 思っ てい た時に︑ ボラ ▲かる と月１回 の﹁ＩＴ 相談
パ ソコ ン の 楽し さ を
パ ソの 講座 はも っと親切 ・丁 会﹂︵ 無料︶に 行き︑﹁ ここ
教 えて い た だき ま し た
寧 に教 えて くれ ますよと ︑ボ が解り ません︑ どのよう に操
高槻市 安藤 満子
ラ パソ の教 室を 紹介頂き まし 作する のか﹂と 質問をす るよ
パ ソコ ン大 た ︒
うにし ています ︒ボラパ ソの
好き おば さん
﹁Ｎ ＰＯ法人 高槻ボラ パソ﹂ 先 生 が 一 対 一 で 対 応 し て 頂
︵ おばあ さん︶ は 高槻 市と 協働 で講座を 運営 き︑痒 い所に手 が届くよ うに
です ︒
し てお り︑ 家計 にやさし い料 丁寧に 教えて頂 いていま す︒
趣 味は パソ 金 で︑ 和気 あい あいの雰 囲気 至れり 尽くせり の体制に 感謝
コン です ︒私 の 中で 中高 年の 方々がパ ソコ しまた 誘って頂 いた方に も感
は色 彩豊 かな ン のお 勉強 を楽 しんでお られ 謝して おります ︒
絵入り の年賀状 を作 りた いと ま す︒
これ からもＩ Ｔ相談会 にも
パソコ ンを始め まし た︒
広い 教室 で設 備が良く 揃っ 友達を 誘い︑更 にパソコ ンの
町の パソコン 教室 で基 礎を て いて ︑パ ソコ ンを学ぶ 環境 楽しさ を教わり ︑素晴ら しい
勉強し ましたが とて もし んど は 素晴 らし く整 っていま す︒ 作品を 沢山作り ︑パソコ ン人
くて︑ 続けて勉 強す る気 に成
毎回 パソ コン を学びに 行く 生を満 喫してい きたいと 思っ
れませ んでした ︒で も孫 の写 事 を楽 しみ にし ています ︒自 ていま す︒
真を撮 り︑いろ んな 物を 作り 宅 で解 らな いと ころが見 つ▲
パソ コンを楽 しみたい 方は
是非高 槻ボラパ ソに来て みて
くださ い︒
また 毎月の第 ３水曜日 の★

橋本

ボ ラパ ソ受 講
体験記
岡本町

僕 は︑ ワー
プロ で仕 事を
して 来ま した
が故 障し て使
用で きなく
なっ た事 が遠
縁で す︒
そこ で遅れば せな がら ノー
トパソ コンを購 入︑ 挑戦 して
みる事 にしまし た︒ でも 最初
は何も 解りませ ん︒ 正直 な所

困 りま した ︒
教室 を探 して みました が︑
い ずれ も講 習代 が高く年 金生
活 者で は苦 痛で す︒
ある 時︑ 市の 広報で﹁ ボラ
パ ソ﹂ と言 う団 体が活動 して
い る事 を知 り︑ 早速申し 込み
を して 運良 く入 門講座に 入れ
て 頂く こと が可 能となり まし
た︒
それ から ２カ 年間程︑ 時間
の 許す 限り ﹁ボ ラパソ﹂ 主催
の 講座 を受 講し てきまし た︒
賛 助会 員に もな りました ︒
﹁ボ ラパ ソ﹂ の特徴は ︑※

☆ 受講 生 の感 想 ☆

http://park5.wakwak.com/˜takatukiborapaso/
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★ Ｉ Ｔ 相 談 会 に 来 て く ださ
い︑き っとパソ コン生活 に新
しい世 界を見せ てくれま す︒
ボラパ ソの皆様 に感謝し てい
ます︒

正会
会員
員に
にな
なっ
って
て頂
頂く
くた
ため
めの
の
正

フェスタ・
ヒューマン
ライツ2010

昨年 中は︑ボ ラパソ通 信に
ご協力 いただき ありがと うご
ざいま した︒
昨年 は︑ＩＴ 講座の受 講生
募集が 広報に掲 載されな くな
り︑大 変困りま したが︑ みな
さまの ご協力で 例年通り 講座
ができ ました︒
本年 もどうぞ よろしく お願
いしま す︒︵大 ︶

＝
＝編
編集
集後
後記
記＝
＝

募集期間：２０１１年２月２０日〜３月１０日
募集人数：１２人
受講料：会員前提、年会費 １，０００円
講座場所：高槻市立富田ふれあい文化センター
パソコン実習室
対象者：パソコン技術があり、指導者として
ボランティア活動をする意欲と時間に
余裕がある方（年齢・性別 不問）
講座期間：２０１１年４月１日〜４月２３日
（正味８日間）
応募先：高槻ボラパソ Ｅメール
takatukiborapaso@ar.wakwak.com

パソ コ ン 指 導者 養 成 講座

中高 年パソコ ン
初心者 に優しく パ
ソコン の使い方 を
教える テクニッ ク
講座で す︒
受講される 方
は︑高 槻ボラパ ソ
の正会 員になっ て
いただ きます︵ 年
会費１ ０００円 ︶
講座 終了後は ボ
ランテ ィアのパ ソ
コン指 導者とし て
活動し ていただ き
ます︒

毎月 第３水曜 日恒例の パソ
コン相 談会を左 記の通り 開催
します ︒料金は 無料です ︒
︻日 程︼一月 十九日︵ 水︶
二月 十六日︵ 水︶
三月 十六日︵ 水︶
︻時 間︼午後 二時〜四 時
受け 付けは︑ 午後一時 三十
分から 行います ︒

初級
級Ｉ
ＩＴ
Ｔ個
個別
別相
相談
談会
会
初

応募要領

