鰤

毛
ム,F

ボランティア団体

鷺
‐
‐

周りにパソコンの事を聞<人 がい ない

今からパソコンを始めるには遅いかな

インターネットをもっと使いこなしたい
娯楽や趣味にパ ソコンを活用したい
気の含う人と仲間作りをしたい

サポセン相談会

らぷ
元気 磁 黎 〔

楽しもう会総会

楽しもう会親睦会

経 こ誌111

1相

談 会

し、疑間、1悩 みなどを経験豊富なスタ ッフ
パソコンの トラブリ
が相談に乗り解決します
長年の実績が評価され、松戸市内各地域で開催されています
相談会会場
常盤平老人福祉センター
根本内会館
ア トレ松戸店
まつど市民活動サポー トセンター

(サ ポセン)

2元 気応援 <ら ぶ
」の運営、
症、介護予防モデル事業 松戸市認定「元気応援くら高ヽ
認矢□
シニアの方長が気軽に出かけ、人とのる、
れ含いや元気づ<り が出来
る場として開設、パソコンやスマー トフォン利用などを介した
コミュニティ作リカヽ寺徴です
耐こよる言
奇寅会など
随B寺 、含唱の集い・近郊散策・太極拳・外部講自
が在されます
会場 :新松戸・コミュニティサロン「胡桃 (<る み)」
趨蒙マイレージ」マイル付与対象団体
「まつどイ

3訪 問サポー ト
し
パソコンやプリンタなど周辺機器の トラブリ
、インターネットの疑
間、セットアップ等、ご希望により訪問サポー トの
活動をしています

4セ ミナー
多様なカリキユラムの中からご要望により
「やさしいパソコン教室」を開催します
初めてのパソコン、ワー ド、エクセlb、 インターネット、
写真の取り込み、アルバム作り、年賀状など
わかりやすい説明と、最新の情報を提供しています
講師の他に補助スタ ッフも付きますので安心です
受講後の質問も何回でもお答えします

5パ ソ コン楽 しもう会
★サ ロン
当会の特長を活か したパソ コンなど情報機器のご利用相談や
きに、体操、太極拳、含0昌 、茶飲み話 し、
トラブル解決を中′
身近な話題をとらえた講演など、"楽 しいイベン ト"を 取 り
入れてスタ ッフや会員相互の楽 しい仲 Fo3作 りの場になつて
います

月に 4回 開催 しています

また、外部団体の専門家を招き臨3寺講座を行 つています
これまで実施 した臨8寺講座は
*松 戸市職員による 「マイナンバ ー制度 について」
*」 AF社 員による 「高齢者の交通安全について」

*(株 )DigiBook社 による 「デジブ ック講座」

訂デジブック』のデ モンストレーション
2011103松 戸市 民会館1こ て

★イベ ン ト
毎年 4月 に総会を行ない、活動報告の後親睦会を開催
やかな雰囲気の中、毎年たくさんの会員が集まります
不□
日帰 りで旅行や見学会等行 つています
会員もスタ ッフも不□
気あいあいと して親睦も深まります
「パ ソコン楽 しもう会」に入会すると、

*毎 月の相談会 (サ ロン)に 参力B出 来ます
*簡 単な電話相談も可能です
*季 節のアルバム・ お役立ち情報・ イベン ト案内を
メー リング リス トで西引言します

*不 定期に臨8寺講座を開催 しています
*受 講料の会員害」
3110%

活動紹介の記事
私たちの活動が NHK「 団塊スタイル」で放送されました
「定年8割 ヾ」では一面に掲載 されま した
その他
「朝日れすか」2014年 3月 20日 号
「ちいき新聞」2014年 5月 23日 詈

に掲載されました
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NHK「 団塊スタイル」
20￢

4年 2月 21日
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こんな にマ ンツ ーマ ンで 親切 に

撮りためた写真を整理・ 力0工 する

やさ し<教 えて <れ た ところは

のにパソコンを始めま したが

他にありません

同 じ趣味を持つ仲FB5が できま した

自宅に居ながらネットショッピン
グで食品や日用品が届<よ うにな
りました

青森に住む孫と無料の
テレビ電話で話しています

Line、 Facebook、 丁
情報社会は3や パソコンからスマートフォンやタブレットに変わろうとしています。
面tterな
・ネットワーキング・サービス)が 急速に普及して来ました。
メディアの世界でリアルタイムの
どのSNS(ソ ーシャル
情報受発信はSNSが 最先端を走っているのではないでしょうか。
このような0寺 イ
くを 適に生きてゆ<に は誰も
がパソコンをはじめ情報機器の自由な使い方に習熟することが大切です。
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『自
その目8釧 ま
ば ここ ん 119は 2003年 (ハ ッピー タイアした 経験豊富な仲間が 7人 集まり松戸市で発足。
「 』
らの経験で社会貢献、そして自らの健康寿命の延伸
を実現するのはどうすればよいか ?… を相談。
最初は、
「パソコン無料相談貪」を立ち上￨ず 。
さらに不」
用者二一ズを聞きながら、
機材を持ち寄って「やさしいパソフ 教
室」に発展。
以降新企画を展開しながら、ばここん 119の 中に受益者サ ークル《パソコン楽しもう会)を 組織。
。
以降、
松戸市等の協働事業も実現し、
ここ数年では NHK EttVの 《団塊スタイル》に出演や、
順調に不」
用者も増力□
タウン誌にも採りあげられた。
最近の活動は「元気応援<ら 3や 」の運営、
分科会の開設など、シニア世代の趣
生き甲斐の形成を―層意識した活動を展開。
これからも、
市民のL6Lさ まのバソコンライフのお役に立ち、
そして、
利用者と 20人 近くのスタッフの健康寿命の
ユックリ着実に努力してい<所 存。
延伸をめざして、
￨」
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ホームベージ httpブ /pcl司 9m.∞ m/「 pcl19m」 で検索
メーノ
♭ infoOpcl19m.com
ぱそこん119会 長 鈴木 昭 松戸市八ヶШ
奇
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