
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ツバキのシーズンを迎えました。

久留米市の家庭の木としての「久

留米ツバキ」。久留米市の東部草野

町には、古木・名木のツバキが多数生育されており

ます。ツバキ類の苗生産量は全国一位を占め、また

古木・名木の保存に大きくエネルギーを割いておら

れます。 
この度のふるさと探検には、「久留米つばき保存

会」会長の藤枝國光九州大学名誉教授、そして（株）

アカシグリーンの赤司

己喜男会長に案内願っ

てツバキ園の散策を計

画しました。 
 草野地方にはまた、

色々な歴史的に重要文

化財があります。「草野

歴史資料館」「山辺道文

化館」「須佐能袁神社」等草野の町並を散策し、か

くれた草野町のよさを見出したいものです。 
日時：平成 18 年 11 月 5 日（日） 

2010 国際ツバキ会議にちなみ、 

久留米市東部地区を巡る計画。 

詳細は後日お知らせします。 

後期・ＳＮＫ新入会員歓迎会 

・会員交流会へのおさそい 

日時：平成 18 年 11 月 12 日（日） 
場所：シーガルホテル 
詳細は後日、お知らせします。新しく入会された

みなさんも、すでに会員のかたがたも、大歓迎でお

待ちしています。 

  
 
 

懐かしさのある自

然景観も残ってい

ます。 

初めてのかたも、 

どうぞお気楽に 

ご参加ください。 

 

2010 年国際ツバキ会議久留米大会 

2010 年 3 月、久留米市において、国際ツバキ会

議久留米大会が開催されます。SNK として、なん

らかのサポートをしたいと思います。 
久留米市農政部では、みどりの里づくり事業とし

て、つつじ・つばきゾーン整備事業を推進中です。

 

第 9 回・ふるさと探検・草野町ツバキ園散策のおさそい 

「中嶋輝洋子短歌集」出版への支援金協力のお願い 
ＳＮＫ会員の中嶋輝洋子（かよこ）さんが、９月 

３０日にお亡くなりになりました。彼女は若くして筋

ジストロフィー症という不治の病を発症し、一時は絶

望しかけた人生に、短歌やインターネットとの出会い

から再び生きる喜びが芽生え、その短歌や真摯に生き

る姿を通して、たくさんの人々に生きていることのす

ばらしさを教えてくれました。 
中嶋さんが生前に果たせなかった短歌の歌集の出

版を実現させてやりたく歌集出版のための支援金を

募っています。ご協力いただいた皆様へは後日発刊で

きた本を送らせていただきます。 
ご賛同くださいます方は下記の郵便振替口座へ振

り込みをお願い致します。また、 後の歌集冊子「ラ

スト・エンド」をご希望の方はＳＮＫ事務局までお申

出ください。 
  ＊ 一口 2,000 円 
 ＊口座番号：０１７９０－６－１３３４９８ 
  加入者名：山田浩子 
 ＊振込み手数料は各自負担をお願い致します。 
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今年も久留米市 夏の風物詩である 「筑後川・

流し灯籠」 が 8 月 15 日 水天宮・瀬の下の河川

敷で行われました。  

この行事は昭和３０年ごろから毎年続けられてお

り、京町の「流し灯篭保存会」の皆さんが協力して

開催されています。今年も SNK の有志がボランティ

アで応援し、大いに活躍しました。 

１６時ころから始まり２２時までの間に約 

３０００個の灯篭が筑後川に流され、参加者は２万

人前後になる盛大な盛り上がりでした。 

  

 

 

灯籠の組み立て 

作業。テントの中は

蒸し風呂状態です。 

    

ワード夜間講座・エクセル夜間講座 

昼間は都合がつかず受講できないというか

たのために、９月から夜間「ワード初級」教室

が始まりました。10 月は引き続き夜間「エクセ

ル初級」教室の予定です。それ以後は、希望者

が多ければ継続する予定です。 
毎週 木曜日 １８：３０ ～ ２０：３０  
なお、毎週火曜日は従来どおり、 
午前に「ワード教室」、午後は「エクセル教室」

が開かれています。 

リカバリ通信講座 
何年も使っていて、パソコンの動きが鈍くなってはいま

せんか。SNK 会員向けのパソコンのリカバリ通信講座は

随時受付けています。主にメールでやり取りしながらの懇

切丁寧な個人指導です。 

ホームページレベルアップ講座 
第 1 回目の９月１１日（月）は、ホームページ作成に当

っての留意事項を広範にわたって解説していただきまし

た。目から鱗が落ちましたとの受講生の感想です。 
今後も、いろいろな先生をお招きして、ワンランク UP

のホームページ作りを目指し、ヒントをいただきます。 

お問い合わせは 
SNK 事務局まで 

  

 

 

灯籠の受付 

今年は来場者が

続々と。 

 

 

水の祭典久留米まつり＆筑後川花火大会写真コ

ンテストでは中丸哲子さんが作品「勢い水の中を」

（写真下）で入賞されました。 

今春の「中山大

藤祭り」柳川市三

橋町商工会のコ

ンテストでも、

「仲良く記念」と

題して入賞され

ています。 

 

 
  

福岡県展・写真の部では、お二人が入賞されまし

た。河野涼子さんは作品「瞬間（とき）」、 

古賀スミカさんは作品「火渡り」（写真下）で入選

されています。 

 三人の女性

に限らず、続い

て皆様のご活

躍を期待しま

しょう。 
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子供の頃は「お前は飯食う暇もないな」と母に言

われるくらい近所のガ

キ友の「遊ぼう」の誘

いが有り、毎日野山を

駆け廻っていました。

平成１１年夏、朝日新

聞にＳＮＫの紹介記事

が出ていたので入会し

ました。パソコンを始

めて３ヶ月くらい経っ

た７月の事だったと記

憶しています、その年にＳＮＫビデオクラブが発足

したのでこれまた即参加しました。 

今思えばくーみんＴＶで放送されるなんて、いい

経験をさせてもらいました。当時のビデオクラブの

皆さんお世話に成りました感謝しています。そうし

て現在のクラブの皆さん、わがまま言いますがよろ

しくお願いします。 

  

 

 （編集室より）田端さんは昭和 14 年荒尾市生ま

れの荒尾市在住です。趣味はパソコン、ビデオ、

小品盆栽のほか、手品もかなりの腕前であること

は知る人ぞ知るところです。 

田端さんのビデオ代表作は、ＳＮＫのＭＬでも

紹介されたコゲラシリーズです。つがいの巣づく

りから始まり、ひなの誕生、そして外敵・蛇の出

現で劇的な終末を迎えました。独特な抑揚とユー

モアたっぷりの田端さんの語り口に、私たちはす

っかり魅了され、コゲラ、がんばれ！と熱い声援

を送ったものです。 

ビデオにとってストーリーも撮影技術も重要で

すが、最大のポイントは田端さんの愛情あふれる

お人柄によるものでしょう。 

2002 年「ｅふるさと調査団」来訪の折も、おな

じみの田端節でアーカイブ事業をアピールされ、

ＳＮＫが全国的にも高い評価を受ける機会となり

ました。これからもご活躍をお祈りします。 

  
 

 
 
 旬の食材が手に入ったら、大勢で食べたら、美味

しいですよ。だれでも入れます。 

今年の涼山泊も、8 月 5 日に世話人各位の気配り

で無事終わりました。参加者、過去最高の 50 人、皆

さん笑顔で楽しげで、浮世のつらさなどどこかへ置

き忘れてきたみたい。毎年の行事として定着し、そ

れぞれに気張らずに手伝っています。朝獲れたサン

マを北海道から宅配

で運ばせての刺身な

ど、贅沢の極みです

ねぇ。ソーメン流し

も、孟宗竹を二つに

割って樋にした本格

派です。 

 

 
   

迷惑メールのやってはいけないこと（１） 

楽しいメールも続けていくうち、知らないうちに変な

内容のメールが入ってきてますよね。そんな迷惑メールには

やってはいけないことがあります。 

①「返信はしない」言葉巧みな文章でつい返信しそうですが、

１度でも返信するとあとで架空請求や詐欺事件に繋がりや

すくなります。 
②「転送はしない」まだメールに慣れていない頃は「こんな

メールがあるけどどうしたら良いの？」と聞きたくなると思

いますが、そんなことしたら今度はあなたが悪い立場になる

場合もあります。 
次号では、実際にはどう対処して良いかなどを解りやすくご

説明していきましょう。 

今、ＳＮＫで、もっとも輝いている男
ひと

 田端 立美 さん

         代表者 廣津 芳信 さん 

渓流に桟敷を

作り、いい大人が

流れに足を浸し

てウットリと童

心に帰って涼ん

でいます。 

秋のミョウガ 
 
ネコママさんの 
イラストノートから 
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講座紹介・ＳＫＹＰＥ 
 

 

去る7月2回にわたって、スカイプを学習しましたので、 

簡単に復習をします。電話ソフト「スカイプ」を使って、 

無料でパソコンユーザーと遠距離、長時間通話が可能です。 

  また有料ではありますが、一般の固定電話、携帯電話にも 

格安でかけられます。 

 

◎「スカイプ」に必要なものは2つです。 

 ①電話ソフト「スカイプ」は、次のいずれかより無料でダウン

ロードできます。 

・ http://www.skype.com/ 

・ http://skype.livedoor.com/ 

・ http://buffalo.jp/skype/ 

 ②ヘッドセット: ヘッドホーンとマイクが一体になったもの。

頭に装着するため、両手がフリーになります。 

 

 
Skype 講座 
講師の 

松尾 優さん 

 
 
 

◎ パソコンをもったスカイプ相手を見つけ通話をします。

スカイプソフトをインストール後、お互いのスカイプ

名を聞きコンタクトに追加し、通話ボタンを押して通話

をします。 

◎ 基本的に、相手のパソコンは立ち上げた状態であること

が必要です。 

◎ 通話以外に下のような機能があります。 

① 会議通話・・・複数の相手と同時に通話 

② チャット・・・テキストメッセージのやりとり 

③ ファイルの送受信 

④ ビデオチャットができる 

⑤ スカイプアウト・・・固定電話、携帯電話と有料通

話 

いかがでしょうか、 

海外との通話はスカイプアウトが絶対お得です。 

 

   

 

   

 

   

 

 

新しい賛助企業のご紹介 

 

 

編集後記 
編集するにあたって気をつけているこ

と、それは視的要素を  重点においている

ということです。短い文章でビジュアル的

に目の奥に焼きつく様に心掛けています。

 賛助企業団体の入会が増えています。次

号は賛助企業団体の HP を開いたら得をす

る記事を載せます。（松尾） 

～～～ ＳＮＫ会員募集のおしらせ～～～ 

SNK とは NPO 法人シニアネット久留米の略称です。約 400 名のシニア

会員がインターネットやパソコンを通じて「奉仕されるより奉仕しよ

う」を合言葉に地域への貢献を願っている団体です。地域・国・男女

の別を問わず 50 才以上の方はどなたでも入会できます。サポーターと

しての入会は年齢を問いません。下記までお気軽にお問合せ下さい 

 「シニアネット久留米」事務局へ 
    久留米市百年公園リサーチセンタービル 4階 
      tel   0942-46-2277  fax  0942-46-2595 

 オンラインでの申込みは 
E-mail  post@snk.or.jp

 

ご加入受け付けます。

 下記の方々はＳＮＫの活動に賛同していただいてい

る企業・団体で、今年度から加入されました。現在の賛

助企業は全部で 15 団体です。 

いつでも 

 ＳＮＫでは、お客様のご希望に応じて、簡単で格

安なホームページを作成いたします。多くの経験を

積んだスタッフは、掲載する記事や写真などについ

ても細やかな心配りで対応いたします。また、その

後の更新作業も引き受けています。 

下記の事務局まで、お気軽にお尋ねください。 

「シニアネット久留米」事務局 

tel   0942-46-2277 

 

http://www.skype.com/
http://skype.livedoor.com/
http://buffalo.jp/skype/
mailto:post@snk.or.jp
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