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先生を講師に迎え、手品教室とい
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うことで月 2 回の教室を開いたのが最初で、平成１６
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Fax 0942-46-2595

年 12 月まで続きましたが、その後は名称も「マジッ
内容：パソコン講座「初めてのパソコン」の既習者と ク倶楽部」に変更、先生なしで、お互いが習い覚えた
同等以上の知識をお持ちの方を対象とし、ワード・ 技術や、仕入れてきた新ネタをお互いに教えあい、ま

熟年世代の仲間作り・
地域に貢献する NPO

エクセル・デジカメなどのアプリケーションソフト た新規入会の人には初歩から手ほどきをする・・・と
を勉強される際に役立つ 「Windows」の一般的基礎 いったことをやっています。
知識を習得出来ます

シニアネット久留米

新会員募集のお知らせ

今、マジックがブームのようで、不思議としか言い

重点項目 ：マイコンピュータの内容

ようのない名人芸をテレビでもやっていますが、我々

知的好奇心を失わず、

社会へ参加してボランティア

：フォルダとファイルの管理

がやっているのはあれほど難しいのではなく、誰にで

精神も発揮しています。

：コントロールパネルの内容

上手に歳を重ねましょう。

も簡単に出来て皆さんに喜ばれる手品です。

・

：3.5 インチ FD,USB フラッシャーディス

初級・中級のパソコン講座は毎

体力も気力も十分。
オフ会は愉快なメンバーが
そろっています。
・ うまかもんば喰う会

何かの会合や慰安会で、余興を…などと言われた時

日開かれています。メール、イン

に尻込みせずに、あっと言わせるなんて、やってるほ

ターネット、ワード、エクセル、デ

実施時期：平成１８年 4 月 8 日・15 日・22 日・29 日・ うも楽しくて気持ちの良いものです。
毎週土曜日 １０時〜１２時
手品というと、手先が器用でなけりゃ・・・と、兎

れあいフェスティバル全国

ジカメ画像処理、MIDI 教室、ホ

大会では、シニアネット久留

ームページ作成、パソコン分解

角思われがちですが、決してそんな事はありません、

米会員が全面的に協力しま

講座など。受講料金は１講座に

・ シャルウィダンスの会

少し練習すれば誰に

した。チッゴ・アミーゴスも

つき、2 時間で会員 800 円、非会

・ シネマ倶楽部

４F

でも出来る簡単なも

演奏で参加です。

員 1,000 円です。お得な支援会

・ マジック倶楽部

SNK 本部事務局内 0942-46-2277

のが沢山あります。倶

員制度もありますのでお問い合

楽部の例会は月 1 回

川流し灯籠に SNK の有志が

わせ下さい。

・ チッゴアミーゴスバンド

参加協力しました。

・ ゴルフ愛好会その他

ク、CD の取り扱い

（４回で １コース終了）
申し込み締切日：平成１８年 4 月 3 日（月曜日）
場所：百年公園 リサーチセンタービル内
受講料：SNK の規約による
（別途、テキスト代

1700 円が必要） で、毎月第 4 金曜の

その他：ご自分のノート型パソコンの持ち込み可

一ノ瀬さんを中

・

・ 2005 年 11 月 5 日、車椅子ふ

・ 2005 年 8 月 15 日には、筑後

パソコン講座入門編は 4 回コー

・ ゴスペルを歌う会
・ 荘島プラザの包丁とぎ隊、
水彩画教室、EM 菌農法など。

・ 四季彩クラブ

13：30 から 2 時間、

スで 4200 円。どなたでも参加で

荘島プラザでやっています。会費は無料ですが、荘島

きます。パソコンを持っていなく

デジタルアーカアイブ事業：

プラザの使用料が 200 円必要です。入会資格もテス

ても、使い方がわからなくても大

郷土の歴史や文化に関する取材情報、あるいは既成の書物をデジタル化

トも何もありません、どなたでも歓迎です。皆さんの

丈夫。子供や孫とメールのやり

する事業です。電子図書館としてインターネットで読めるように公開してい

来訪をお待ちします。

取りをしてみませんか。

ます。SNK のホームページでご覧になれます。

心とする「広報く
るめ」担当スタッ
フは、荘島プラザ

総務省関連団体が選ぶ本年度の「地域づくり誌・ホー

に て 3/17( 金 ) 〜

ムページコンテスト」で、最高の優秀賞が決定しました。

21(火)の５日間、写

全国 3 誌の受賞のうち、地元久留米から「筑後川新聞」

真展を開催しまし

と「カルキャッチ久留米」が選ばれ、2 つを同一地区が

た。
「城島町 葦焼

占めるのは初めてです。「カルキャッチ久留米」では

きと川辺りの交流会」をチーム５人で取材して、撮っ SNK の会員である藤木鈴子さんが取材編集スタッフと
た写真、また記憶に残る取材写真などが中心です。市 して活躍しています。西日本新聞では写真入りで大きく
民のみなさんへ「まちの話題」の小さなスペースで２ とりあげられましたので、ご覧になった方も多いことで
年間提供してきました。これからも乞うご期待！
しょう。SNK でも ML で話題にのぼりました。

SNKではメールのネットワークを作っています。あなたの
メールアドレスを登録すれば、会員間のメールのやりとりが
毎日届きます。メンバーは自由に投稿できます。
年会費３０００円、入会金不要
ホームページアドレス http://www.snk.or.jp/
お問い合わせは
本部事務局 Tel 0942-46-2277 Fax 0942-46-2595
メールアドレス
post@snk.or.jp
〒839-0864
久留米市百年公園1-1リサーチセンタービル4Ｆ
業務時間
平日10:00〜16:00

シニアネット久留米

賛助会員募集中
賛助会員様受付担当の江上憲一です。
私たちはいま、右列に掲載している 11 団
体のみなさまに支援をいただいています。
400 名余の会員へホームページ他を通じて
賛助企業様を広報しています。

世の中には、地域活動を行えば、地域の活性化に繋がるにも
関わらず、予算の制約や利益等の理由から、自治体や企業が、
手を付けない活動領域があります。
しかし、地域住民からは、高いニーズや期待感があります。
NPO「シニアネット久留米（SNK）」は、パソコンを通じて、自
分たちの生き甲斐つくり・仲間つくりを土台にして、主に久留
米市を中心にして各地域活性化や PR を行っています。そしてこ
の９年間、ボランテイア的な考えで、地域課題に取組み、貢献
活動しています。
具体的には、久留米市の「焼き鳥日本１キャンペーン」関わり
や、ふるさと探検隊による歴史の掘り起こし、地域朝市や、広
報くるめによる地域行事紹介などを行っており、又設立以来、
IT 時代に対応するべく「各種パソコン講座」開設で、市民サポ
ートを続けております。
この様な活動状況・趣旨を、ご理解頂き、私達の活動に共鳴
し、支えて下さる地場の企業や団体を、募集致しております。
内容は、賛助企業・団体様に、賛助会員へ加入して頂き（年
会費は１口；１００００円から）、応援を頂くものです。
どうぞ、ご検討の上、宜しくお願い致します。詳細に就きま
しては、ご説明に参上致します。
尚、会員特典と致しまして、当 SNK のホームページに、各会
員様のバナー広告を出す事が出来ます。
更に、不定期では有りますが、各会員様のご案内情報を、当
会員へ SNK-ML で送信致します。
その他に、各会員様の社内
のパソコン関連（研修その他支援）、ご相談を承ります。

今、ＳＮＫで、もっとも輝いている女
江口 ユキ子さん

ハンドルネーム・珠理さん

今月ご紹介するのは、シニアネット久留米では「元気印の肝っ玉」こ
と珠理さんです。
生粋の久留米っ子、1937 年、五女一男の末っ子として生まれまし
た。なによりも「もったいない」を生活の身上としています。でも集める
ばかりでなく、捨てることも考えているところです。
SNK へ入会の動機ですか?
「島井さんと今津さんが炭を焼いて六つ門で売ってあるばい、パソコン
ば買うためげな・・」と聞いたのです。
「ほ～パソコンばこうてどーすっとね？」と尋ねたことが始まりです。
まもなく津福サロンの「うまかもんば喰う会」に参加しました。
最近考えることと言えば、母の介護も 12 年余り経ちましたので、自分
たちの番だなと思います。子供たちとの同居が無理だとしたら、精一杯
に郷里で暮らそうと思っています。
古いものが大好きです。一人でも多くの皆様とお友達になりたいと思います。
平凡な私ですが、どうぞよろしく。
と、おっしゃっていますが、平凡どころではありません。筆者から珠理さんの世界をご紹介しましょう。
その特技は生け花、書道、古布を使ってのアクセサリーや人形つくりをはじめとして、イベントのときは会場
の飾りつけを華やかにコーディネイトされるなどして皆さんに喜ばれています。
殊に、ろうけつ染めでは久留米市連合文化会工芸部の会員でいらっしゃいます。今年 3 月にはえーるピ
アで作品展を開かれました。30 年の実績を記念して、テーマは「鶴」。残念ながら実物をごらんになれなか
った方は、こちらのホームページでご覧ください。http://www3.ocn.ne.jp/~syuri/
SNK の活動では、EM ボカシを使って有機栽培にも取り組まれています。また「うまかもん」のメンバーと
して、たけのこを販売して津福サロンの維持のためにがんばっておられます。掘りたてのたけのこの味を、
いっしょに味わってはいかがですか？行き届いた気配りと気さくなお人柄の珠理さんにお会いできますよ。

次は萩・山口へめぐりです。
全国屈指の酒どころで知られる、城島の酒蔵びらき見学をメイ

はじめてのかたも大歓迎！

ンに近郊の名所旧跡を探訪しました。酒蔵びらきの行事は城島

ちょっと遠いけど、

総合文化センター周辺で開催されていて、いろんなイベントで

ご一緒にでかけませんか?。

賑わっていました。三潴、城島の八酒蔵が参加していたそうで
平成１8 年 2 月 11 日（土)参加者：27 名
10：00～12：00
①：大川市立清力美術館見学
②：除福上陸地（諸富町）
③：佐野常民記念館
④：下村湖人生家
⑤：冠者神社の肥前型狛犬
13：00～16：00 山門ガーデンで昼食・城島酒蔵開き

