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SNK 本部の荘島プラザへの引越し記
事務局長

今津

一躬

SNK 本部は５年間お世話になったリサーチパークから３月２８日に、荘島プラザへ引越しま
した。家賃負担が厳しくなり、１昨年１２月以来、引越し先を探してきましたが、今回㈱ムーン
スターのご配慮により、荘島プラさ２F ふれあいセンターの使用及び新規駐車場の借用すること
が出来て、引越しが実現しました。
落ち着くまで何かとご不便をお掛けしますが、皆様とともに、
「みんなで作る SNK」を合言葉
に、より良い環境を作って行きたいと思います。よろしくお願いします。
（荘島特集は４ページの「荘島プラザとは」へ続きます。
）

移転先のご案内
住所：

〒830-0042

久留米市荘島町１３－１

電話：

０９４２－４６－２２７７

ＦＡＸ：０９４２－４６－２５９５
事務局のメールアドレスが変わりました。
新アドレス：

snkpost@view.ocn.ne.jp

事務局と講座教室は２Ｆにあります。光ケーブル
工事により、接続スピードがアップしました。
２Ｆのパソコン講座教室は１９坪と広くなります。
従来の講座は今まで通り継続して開かれます。
また、３月から開講した画像処理講座、４月から開

駐車場：歩いて 2 分のところに駐車できます。新し

講予定のブログ上級講座と、新しいラインナップも

い使用ルールを作ります。管理責任者は、

揃いました。

伴

ＳＮＫ会員に限らず、年齢に関係なく会員以外で
も参加できます。どうぞお待ちしています。

シニアネット久留米

龍彦さんと高木保幸さんです。指示に従って利

用願います。荘島の本部と駐車場については４ペー
ジの地図をご覧ください。

第７期通常総会・会員懇親会の開催のお知らせ

５月２７日（日）に開催予定です。ＳＮＫの荘島へ移転報告等もあり、皆様には万障お繰り合わせてお出か
けいただきますようお願いいたします。開催場所や時間等、詳しくは後日お知らせします。
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山川富子先生のブログカスタマイズ講座

原田政夫先生の写真修正講座

「ブログで CSS」講座（カスタマイズ編）と題して、

3 月から始まった新講座です。木曜日午後 1 時から 3

今注目のスタイルシートを学ぶ上級講座です。 初日

時まで。写真修整の基礎、ヒストグラム・レイヤー

は 4 月 9 日月曜日午前中。6 回で終了です。ブログ

について露出の過不足で暗く、又は白っぽくなつた

はエキサイトを使用。すでに初級、中級と進んでこ

写真、ボーっとした写真、人物の肌色補整等々実際

られたかたを対象としています。２００４年秋の講

的な学習を行います。

座から始まって、みなさんがスキルアップし続けて

Photoshop Elements 4.0 を使用します。ノートパソ

います。

コンにソフトをお持ちの方は参加できます。

松尾 優先生のＧｏｏｇｌｅ講座第２弾

井上晰雄先生の初級ブログ講座

今年 2 月、3 回シリーズで開かれました。前回の入門

今年 2 月から始まり、3 月まで 6 回で終了しました。

編に続き、ステップアップ講座です。

ＩＤ登録に始まり、画像の縮小、記事の投稿、コメント

グーグルへのＩＤ登録、グーグルメールの使い方、

の書き方、トラックバック、リンクの方法やフォントの変

Ｐｉｃａｓａ、ガジェットの表示方法、グーグルアースの検

更など、盛りだくさんの内容でした。新ブロガーのみな

索方法など、多種多彩な機能を学びました。

さんが誕生しています。 本講座をバックアップして

ほとんどが無料のソフトで、自由に利用できることが最

下さったアシスタントの方々、又受講者皆様のお陰

大の魅力です。次回も乞うご期待。

で講座終了出来ました事心よりお礼申し上げます。

参加者２７人。お彼岸の中日、まさに紺碧の青空
のもと、27 人の参加者が正義、カーネーションつ
ばき白玉宝珠の咲き誇るなかをゆっくり散策しま
した。つばき保存会の藤枝会長の懇切丁寧な説明に
酔いしれた一日でした。
コース所要時間:

3 時間ウォーク

9 時 45 分スタート・・12 時 45 分ゴール

久留米つばき保存会主催の「第 8 回つばきウォー
キング in 久留米」に併せて SNK の「ふるさと探検」
を行いました。
1.
2.
3.
4.

期日: 平成 19 年 3 月 21 日(水) 午前 9 時 30 分～
集合場所: 久留米市ふれあい農業公園
参加料: 無料(弁当持参のこと)
コース: 農業公園～草野町吉木つばき古木・名木
～農業公園 約 5km、3 時間
昼食: 農業公園に戻って、芝生にて三々五々昼食をと

世界に誇れる樹齢 300 年の見事なつばきも

り、抹茶、お茶うけを頂きつばき展を見た後随時解散。

見ることができました。

珠理さん製作のシニアネットの旗
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ひと

今、ＳＮＫで、もっとも輝いている男

たぼたぼさん

本名

玉井

英明さん

趣味

映画、旅行（特に温泉）
、マージャン、

パチンコ、将棋など。
Windows になってからはパソコンが嫌いになりました。
嫌いでも使わないと仕方ないので詳しくなったの
かもしれませんですから、パソコンは趣味ではあり
ませんが、なかばオタクになってしまっています。
かつて普通局時代、パソコン教室のアシスタント
や講師を務めていたことがあります。
たぼたぼさんはパソコンのものしり博士

元郵便局員で昨年 3 月末に特定郵便局を 3 年勤
めて退職しました。
それ以前は、佐伯郵便局（普通局）に 21 年ほ
ど、それ以前は田舎の局に勤めていました。
パソコン暦は約 4 半世紀ほど。はまったのは
NEC の PC98 シリーズを MS-DOS で使っていた時代

そのとき、シニア世代の講師を仰せつかったのです
が、そのときネットワークを作って地域の人との交
流の場やパソコンの知識向上の場を作りたいと思
っていました。
そうしたとき新聞で SNK のことを知り、参考になれ
ば、ということで参加しました。
諸事情でまだ未結成ですが夢は追っています。

です。

原増生さん、ＮＨＫ福岡でアット＠ホーム大賞に
ひ孫さんと一緒にツーショット

中丸哲子さん、西日本写真協会久留米支部二月
例会において、「光のファンタジー」推薦に
テレホーダイというのは登録した電話番号に夜１１

昔はよかったインターネット（１）

時から朝８時の間は定額というサービスでした。

私はインターネットを始めて１０年ちょっとになり

テレホーダイに入ってから、寝るまでの１～２時間で

ます。当時は今みたいなブロードバンドは少なく、ア

したが世界が広がりました。ホームページを通じてメ

ナログ電話回線にモデムを繋げて細々とやってまし

ールフレンドが出来たり、チャットもやりまくりまし

た。電話回線ですので３分につき１０円かかります。

た。オフ会も山形まで行ったこともあります。

現在みたいに時間も気にせずネットサーフィンはで

その頃は、今みたいにウィルスメールやスパイメー

きませんでした。メールを取り込むのも時間を見て１

ル、それに掲示板攻撃などはありませんでした。

０円で済むようにしてました。そのうちＮＴＴのサー

今回はここまで。次回はボヤキが増えるかも！？

ビスのひとつで「テレホーダイ」に入りました。

（次回へつづく）
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荘島プラザのなりたち
H12 年 9 月
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荘島プラザは
ＳＮＫ事務局がリサーチパークへ移ったのち、

当時 SNK は六っ門商店街の一角にシニア情報プラ
ザ（SIP）を開設し、パソコン教室を始めましたが、
会員相互の交流の場がありませんでした。

SNK 会員、地元の有志によってボランティア活動
や地域交流の活動が続けられてきました。
（SYOPLA クラブ）

H17 年 9 月

H13 年 3 月
㈱ムーンスターの研修センターの１F 物置となって
いた部屋を島井新一郎さんが借用交渉し、有志で力を
合わせて、荷物の搬送・大掃除・内装・配線などやり、
パソコンなども持ち寄って、手作りの交流の場を作り
ました。
この荘島プラザで現在の会員向けパソコン講座や
各種サークル活動の原型が出来ました。

H14 年 4 月

荘島プラザは月星ふれあいセンターとして大改
装され、地域のふれあいの場として、新たなスタ
ートを切り現在に至っています。
荘島プラザ２F は月星ふれあいセンターとしての
催しもあり、１F には SYOPLA クラブやウォーキ
ング協会事務局も入っています。仲良く利用して
いきましょう。
２F のふれあいセンター利用の管理・お世話役
は金子忠次理事です。

SNK 事務局がリサーチパークへ移りましたが、事
業環境が変化し運営が厳しくなり、H15 年３月理事
長・理事が総退陣し、新生 SNK として再建に取り組

シニアネット久留米荘島事務局と講座教室
駐車場へのアクセス

むことになりました。
荘島プラザからパソコン教室をリサーチパークへ
移し、講座受講者は年間４０００名にも達し、運営は
軌道に乗り現在に至っています。

バスの場合 西鉄久留米駅よりJR 久留米駅行きバス乗車、
約10 分。荘島バス停下車徒歩3 分。
ＳＮＫ専用駐車場

～～～

通り抜けができます。

JR の場合 JR 久留米駅下車、徒歩約15 分

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

z
z

「シニアネット久留米」事務局へ
久留米市荘島町 13-1 荘島プラザ 2 階
tel
0942-46-2277
fax 0942-46-2595
オンラインでの申込みは
E-mail snkpost@view.ocn.ne.jp

編集後記
SNK の平成の夜明けかも知れません。
平成 19 年 4 月より、従来の百年公園の
リサーチパークより久留米市荘島町に本部
が移転し、新たな年を迎えました。
この 13 号を見られて、SNK の歴史が読
み取れるのではないでしょうか。
(松尾

優)

