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9 月 08 日（木）ほていまつりに出店
9 月 13 日（火）移行のための会議 ( 本体にて )
9 月 16 日（金）バリアフリーファーム
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9 月 18 日（日）てんとう虫マラソン、藤森手作り市
9 月 21 日（水）台風接近のため閉所（大雨洪水警報発令）
9 月 24 日（土）バリアフリーファーム収穫祭
9 月 30 日（金）「福祉の絆つくり事業助成金」贈呈式、京都市社会福祉協議会
10 月 07 日（金）バリアフリーファーム
10 月 09 日（日）ふくしまつり、2012 年ワークスカレンダー発売

特集 あなたのパソコンは狙われている

10 月 11 日（火）移行に関する会議
10 月 17 日（月）府身連、ＰＣ講習会 ( 宮津 )「初級編」歴史の館
10 月 17 日（月）職員研修 ( 京都市の就労支援事業所を見学 )
10 月 18 日（火）向島にっこり実行委員会参加 (19:00 〜）
10 月 22 日（土）東南フェスタ、出店参加
10 月 25 日（火）移行会議、油小路事務所
10 月 30 日（日）藤森神社の手作り市出店は中止
11 月 03 日（木）東九条マダンに出店
11 月 04 日（金）作業所訪問研修
11 月 06 日（日）京都府身体障害者団体連合会ＰＣ講習会、長岡京市 ( 初級編 )
11 月 08 日（水）ほていまつり、にっこりフェスタの実行委員会参加
11 月 09 日（水）NPO ワークス理事会、14:00 〜、ワークス２F
11 月 11 日（金）作業所訪問研修
11 月 14 日（月）府身連、ＰＣ講習会 ( 宮津 )「フォローアップ」歴史の館
11 月 17 日（水）バリアフリーファーム
11 月 18 日（金）作業所訪問研修
11 月 20 日（日）藤森神社手作り市、向島にっこりフェスタ、参加
12 月 29 日 ( 木 ) 〜 2012 年 1 月 5 日 ( 木 ) 冬季休暇

編集後記

とっしーの世界遺産を巡る道

はや、今年も終わりが近づき師走の声を聞き、めっきり寒くなってきました。

新体制移行について

今回のＢＵＧは、インターネットを安全に楽しんでもらえるように、 フリー

NAKAJIMA'S EYES

のセキュリティーソフトの特集を書きましたので、一度お試しください。
小田垣
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あなたのパソコンは狙われている ！ ！ ！

特別老人ホ−ムに入っていること、胃痩をしていること等を説明するのに一苦労す
る。こんな立ち話をしていると、いつの間にか時間が経ってしまう。母は一応、落
ち着いている。でも、これから寒くなっていく。
風邪でも引いて、こじらせ、肺炎にでもなれば、母の命の保障は出来ないだろうな。
そう考えると、人の命って危ういものだよなあ。
「生と死」が紙一重で同居している感じがする、人生の無常を感じるなあ。
胃痩の処置をしてから、もう三年になるのか。食物を口から摂らず、胃からの栄養
分だけで何年も生きている。
人の命はしぶといなあ……と思う
し、命の不思議さも感じる。命の
しぶとさと人生の無常を感じるの
とは、矛盾していると云われそう
だ。死なれるよりは、なるべく長く、
命永らえて欲しいと思う。という
のは身内の勝手な思い入れなのか

ウイルス感染は、自分には関係ないと思っていませんか？
毎月 1 回の Windows の最新をしているから大丈夫と思っている人が多く見かけら
れますが、ウイルスの出現は約 6 万個余なんですよ〜

やはり、ウイルスソフト

は絶対に必要になってきます。ウイルスに感染して、個人情報の漏えいやデーター
の書き換えやパソコン本体が壊れることもありますよ・・・・・・・・・・・・
感染ルートは、いろいろありますが、メール・USB・CDR

等以外

にこのごろはホームページを見ただけで感染する。可能性が高くな
り。やっぱり、ウイルスソフトを入れなければなりません。
でも、ソフト購入と毎年の更新料を考えると・・・・・・

も知れない。やっぱり、人工的に
生かされている、としか云えない。
でも本人に「生きたいですか、死
にたいですか」
なんて訊いても、今の母には応えられない。いまでも胃痩の処置をすることに決めた
こと、これで良かったのかと悩む続けている。また暗い話だなあ、と云われそうである。

2012 年
年賀状
まだまだ間に合います

カラー
1 枚 35 円
（たこいかウイルス）

（貞子ウイルス）
−2−
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NAKAJIMA'S EYES
中嶋

そこで、フリー・ただ・無料で、ウイル
スソフトをダウンロード出来ます。夢の
ような話をこれから致します。

秀人

MicrosoftSecurity Essentials （マイクロ

バス停で、座って立ち話。うん何か変？座っているのに立ち話。
「幼な馴染みの思い出は
中

青いレモンの味がする閉じる瞼の幼い姿の

ソフト製）・AVG Anti-Virus Free Edition・

君と僕

Kingsoft Internet Security など他にも、
いろいろ無料ウイルスソフトがあります。

にきびの中に

略
顔がある

メールスキャン・ファイヤーウォール・

毎朝

リンクスキャン機能が、あるものがあり

鏡とにらめっこ
セ−ラ−服が
が他人に

よくにあう

す。安心ですよ！！！いいことばかり言っ

君

て、ただし、電話・メールなどのサポー

見えたっけ」

トがありません。お金を出して高価なソ

この頃、バス停で幼な馴染みによ

フトを買うとサポートはしてもらえるの

く出会う。

が良いか？インターネットなどで探す手

この人（女性）とは中京区に住ん

間が、少し掛かりますが無料を取るか？

でいたときから、家が近所だった。
小学校三年生の春頃、同じ時期位に中京区から右京区に引っ越してきた。そして、同じ
小・中学校へ進む。小学校のときまでは、仲が良く、いつも一緒に遊んでいた。この人
のお父さんや妹さんとも、近くの川へ小魚をすくいによく行った。中学校になると、二
人とも思春期にはいり、急によそよそしくなる。あれから約 50 年位経った。
この頃、二人とも年齢を重ねたのだろう、バス停で会うと昔のことをよく喋「中京区に
いた頃、近所にこういう人がいたね」とか。私の母は特老に入っていること等、色々な

僕は、AVG Anti-Virus Free Edition を何年を愛用しています。トラブルは 1 回ありました
が快調ですよ！特徴は、怪しいファイルはウイルスとして認知しまいます。上級者は、
いろいろな無料ウイルスソフトをいくつも入れている人もおられるようですよ！でも、
時々は無料ウイルス診断スキャンすることをお勧めします！ Symantec Security Check
やマカフィーフリースキャンなど、いろいろ他にもあります。
ただし、自己責任でお願いします。

ことを喋る。「そちらのお父さんやお母さんはどうしている」とか。「うちとこも両親は
もう齢で、あまり動けない」とか。「代わりにお使いに行ったり、両親の面倒を看ている」
とか、と云う話をよくする。近所の小母ちゃんとも、よく喋る、この人達に、母のこと
をよく聞かれる。

−10−

−3−

とっしーの世界遺産を巡る
伊藤

壽一

５月の石見銀山の旅に懲りず、またとっ

居場所づくり・勉強会、
第 12 回に参加して

しーとの旅行の計画を立てました。８月

長井

秀美

に、９月２１日から岐阜県の白川郷方面

これまで入所させて頂いた春から、できるだけ参加してきた、この勉強会は、今

に行くように宿を決め、９月の１６日に

回は被災地のボランティア報告でした。３階の自立支援事務所の主に事務を担当

JR の切符も買いに行きました。その時

されているＹさんとヘルパーのＤさんが特に若い女性であるＹさんは、一ヶ月に

台風が沖縄付近に来ていましたが、２１

及ぶボランティアを仙台市でされました。一番最初に困ったことは物資。紙おむ

日までには通過するだろうと思っていま
した。ところが１日以上も停滞したりし
て、その台風が２１日にまともに東海地
方に来ました。当日朝電話したら、宿が
予約あるから行こうということになっ
て、京都駅に行きました。

当初予定していた高山行きの列車は運休、

つがなくて、大変困ったそうです。私達は関連工場が被災したと聞き、買い込ん
でしまい、それでもデフレ状態になりました。また実際に被災地では足りなかっ
たようで、高齢者や障害者にとって生活に欠かせないものが、紙おむつ自体がな
い、という本当にひんぱくした生活を強いられていたようです。そうやって物資
支援からはじまった支援は、５月には具体的な調査の為に個別訪問や個別支援と

また高山線が不通ということで、コースを

いう形をとり、各地方に支部を設置し、移送サービス、レスパイト等をおこない

変えて金沢へと思いました。しかし金沢行

現在ではあたらしいまちづくりに障害のある当事者自身が参画するという動きが

きも運休しているとのこと、金沢行きのバ

あるそうです。避難所では暮らせない人は、ＣＩＬの事務所で、寝泊りをし、し

スが運転しているとのことで、そのバスに

のいだりしていたようで、これだけ災害の多い昨今では、障害の有無に関わらず

乗りました。途中不通区間もあり、金沢に

ある程度の備えが必要ではないでしょうか。

は１時間ほど遅れて着きました。だが金沢
から白川郷行きのバスも運休するとのこと
で、今度は電車で高岡へ。しかしまた白川
郷行きのバスは運休、道路も不通と云うこ
とで、レンタカーやタクシーでも行けず、
仕方なく宿をキャンセルして、高岡の駅前
のホテルに泊まることになりました。
この高岡市は、前田利長公が居城とした城下町で、「利長くん」というユルキャラ
もあり、とっしーこと利長さんは、たいそうハイテンションになって、利長公の菩
提寺に行こうということになりました。歩いて１０分ほどであったが、途中強風で
傘が壊れずぶぬれ、翌朝台風一過の秋晴れとは行かず、雨は降り続いていました。
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上梨でバスを降りると、宿舎の車
が迎えに来ていました。２分ほど
坂を上った所に、チェックインを

移行について

済ませると、早速温泉につかりま
した。２日間の疲れを洗い流し、

ワークスは障害者自立支援法の施設へと移行する話は皆さんの協力で進んでいま

露天ぶろやサウナに楽しくはい

す。そんな中非営利活動法人ワークス共同作業所の理事会がワークスの２階で行わ

り、その後特産の豆腐をふんだん

れました。ワークスは就労支援B型と生活介護の施設の２つの形態に分かれる多機

に使ったおいしい食事を頂き、食

能型になるべく契約作りなど準備を進めてきましたが、今回の理事会でそれを確認

後や翌朝にも温泉に入り堪能しま

していただきました。さらにご意見、アドバイスをうけ問題もいくつか指摘して頂

した。３日目の朝は、霧がかかっ

いて事業所申請に向けて動きだしました。今後は書類を揃えて作製し一番良い形を

ていたが晴れて

模索していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

遅めに宿を出て、村内を見て回り、その後高岡経由で帰路に向かっていました。
高岡から京都まで特急で３時間足らず、往きの半分以下でした。旅行が趣味で、
今まで何回も旅行に行っているが、
まともに台風に出くわすのは、初め
ての経験でした。腰痛があり、一人

私が、 挿絵を精一杯書きました。

で行くのは難しくなってきているの
で、これからも利長さん宜しくお願
いします。次は、知床、 それとも
屋久島？！

( 京都市南区 ) 東寺だっ

岩本 永子

たりして。

す！
中で
発売
好評
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500 円でお願いします。
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500 円でお願いします。
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東九条マダン

白川郷行きのバスは運転しているとの
ことで、７時のバスで白川郷に向かっ
ていました。１０時ごろに着きました。
白川郷は２度目です。２０数年前に来
たことはがありますが、当時は高速道

11 月 3 日、山王小学校で開催さ

路もなく、正に山奥の山村という感じ

れました！！大盛況でものすご

だったと記憶していました。着いてみ

い人で、大変でした。めちゃ

ると、大変俗化していて・・・・・

めちゃ暑く

台風の後にもかかわらず、大勢の観光

これは人の活気の

客が居られました。

成果も？それとも、異常気象な

かやぶき屋根の家がほとんどではあるが、トタン屋根などの家もあり、みやげ物店が並

んかな〜

んでいました。何ヶ所か有る拝観料を取って家の内部を公開している所では、どこも同
じようなものを展示し、囲炉裏があって、農耕機具や古文書などが並べられています。

本場の韓国の民族衣装もとても綺麗
で音楽を堪能し、海外旅行に、行っ
た気分になり楽しかったよ！！！
少し辛いが、やっぱり本場の味は美
味しかったよ。

ただ、白川郷は、江戸時代に鉄砲の弾になる硝薬の生産地として、幕府の直轄地となり、
雪深い中でも繁栄していた村であったという話は、興味をもちました。時間の関係で、
残念ながら展望台には行けず、当初の予定通り１時のバスで富山県の五箇山へ戻りまし
た。五箇山の菅沼でバスを降りて、集合村落を見に行きました。そこも同じようなみや
げ物店がたくさんありした。雨がやまないので壊れかけていた傘を買い変えたとたん、
雨は小降りになりました。４時の最終バスで、２日目の宿泊地上梨に向かっいました。
上梨は五箇山の中心地で、温泉も湧き出て、そこの国民宿舎

ワークスのお店は綿菓子と

に予約してあるということで

カレンダーを販売しまった。
甘いのが受けたのかものす
ごい行列になり、作っても
作ってもお客さんの行列が、
絶えなくってうれしい悲鳴
でしたよ〜 作っている人
も、綿菓子だらけになって
次から次に、注文に追い付
こうとして必死になっても、
頂いたお客様もおられて申し分けない事をしました。
来年も出店をしますので、よろしくね！！！！
−8−
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は１時間ほど遅れて着きました。だが金沢
から白川郷行きのバスも運休するとのこと
で、今度は電車で高岡へ。しかしまた白川
郷行きのバスは運休、道路も不通と云うこ
とで、レンタカーやタクシーでも行けず、
仕方なく宿をキャンセルして、高岡の駅前
のホテルに泊まることになりました。
この高岡市は、前田利長公が居城とした城下町で、「利長くん」というユルキャラ
もあり、とっしーこと利長さんは、たいそうハイテンションになって、利長公の菩
提寺に行こうということになりました。歩いて１０分ほどであったが、途中強風で
傘が壊れずぶぬれ、翌朝台風一過の秋晴れとは行かず、雨は降り続いていました。

−4−
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NAKAJIMA'S EYES
中嶋

そこで、フリー・ただ・無料で、ウイル
スソフトをダウンロード出来ます。夢の
ような話をこれから致します。

秀人

MicrosoftSecurity Essentials （マイクロ

バス停で、座って立ち話。うん何か変？座っているのに立ち話。
「幼な馴染みの思い出は
中

青いレモンの味がする閉じる瞼の幼い姿の

ソフト製）・AVG Anti-Virus Free Edition・

君と僕

Kingsoft Internet Security など他にも、
いろいろ無料ウイルスソフトがあります。

にきびの中に

略
顔がある

メールスキャン・ファイヤーウォール・

毎朝

リンクスキャン機能が、あるものがあり

鏡とにらめっこ
セ−ラ−服が
が他人に

よくにあう

す。安心ですよ！！！いいことばかり言っ

君

て、ただし、電話・メールなどのサポー

見えたっけ」

トがありません。お金を出して高価なソ

この頃、バス停で幼な馴染みによ

フトを買うとサポートはしてもらえるの

く出会う。

が良いか？インターネットなどで探す手

この人（女性）とは中京区に住ん

間が、少し掛かりますが無料を取るか？

でいたときから、家が近所だった。
小学校三年生の春頃、同じ時期位に中京区から右京区に引っ越してきた。そして、同じ
小・中学校へ進む。小学校のときまでは、仲が良く、いつも一緒に遊んでいた。この人
のお父さんや妹さんとも、近くの川へ小魚をすくいによく行った。中学校になると、二
人とも思春期にはいり、急によそよそしくなる。あれから約 50 年位経った。
この頃、二人とも年齢を重ねたのだろう、バス停で会うと昔のことをよく喋「中京区に
いた頃、近所にこういう人がいたね」とか。私の母は特老に入っていること等、色々な

僕は、AVG Anti-Virus Free Edition を何年を愛用しています。トラブルは 1 回ありました
が快調ですよ！特徴は、怪しいファイルはウイルスとして認知しまいます。上級者は、
いろいろな無料ウイルスソフトをいくつも入れている人もおられるようですよ！でも、
時々は無料ウイルス診断スキャンすることをお勧めします！ Symantec Security Check
やマカフィーフリースキャンなど、いろいろ他にもあります。
ただし、自己責任でお願いします。

ことを喋る。「そちらのお父さんやお母さんはどうしている」とか。「うちとこも両親は
もう齢で、あまり動けない」とか。「代わりにお使いに行ったり、両親の面倒を看ている」
とか、と云う話をよくする。近所の小母ちゃんとも、よく喋る、この人達に、母のこと
をよく聞かれる。
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あなたのパソコンは狙われている ！ ！ ！

特別老人ホ−ムに入っていること、胃痩をしていること等を説明するのに一苦労す
る。こんな立ち話をしていると、いつの間にか時間が経ってしまう。母は一応、落
ち着いている。でも、これから寒くなっていく。
風邪でも引いて、こじらせ、肺炎にでもなれば、母の命の保障は出来ないだろうな。
そう考えると、人の命って危ういものだよなあ。
「生と死」が紙一重で同居している感じがする、人生の無常を感じるなあ。
胃痩の処置をしてから、もう三年になるのか。食物を口から摂らず、胃からの栄養
分だけで何年も生きている。
人の命はしぶといなあ……と思う
し、命の不思議さも感じる。命の
しぶとさと人生の無常を感じるの
とは、矛盾していると云われそう
だ。死なれるよりは、なるべく長く、
命永らえて欲しいと思う。という
のは身内の勝手な思い入れなのか

ウイルス感染は、自分には関係ないと思っていませんか？
毎月 1 回の Windows の最新をしているから大丈夫と思っている人が多く見かけら
れますが、ウイルスの出現は約 6 万個余なんですよ〜

やはり、ウイルスソフト

は絶対に必要になってきます。ウイルスに感染して、個人情報の漏えいやデーター
の書き換えやパソコン本体が壊れることもありますよ・・・・・・・・・・・・
感染ルートは、いろいろありますが、メール・USB・CDR

等以外

にこのごろはホームページを見ただけで感染する。可能性が高くな
り。やっぱり、ウイルスソフトを入れなければなりません。
でも、ソフト購入と毎年の更新料を考えると・・・・・・

も知れない。やっぱり、人工的に
生かされている、としか云えない。
でも本人に「生きたいですか、死
にたいですか」
なんて訊いても、今の母には応えられない。いまでも胃痩の処置をすることに決めた
こと、これで良かったのかと悩む続けている。また暗い話だなあ、と云われそうである。

2012 年
年賀状
まだまだ間に合います

カラー
1 枚 35 円
（たこいかウイルス）

（貞子ウイルス）
−2−
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あしあと

BUG

9 月 08 日（木）ほていまつりに出店
9 月 13 日（火）移行のための会議 ( 本体にて )
9 月 16 日（金）バリアフリーファーム
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9 月 18 日（日）てんとう虫マラソン、藤森手作り市
9 月 21 日（水）台風接近のため閉所（大雨洪水警報発令）
9 月 24 日（土）バリアフリーファーム収穫祭
9 月 30 日（金）「福祉の絆つくり事業助成金」贈呈式、京都市社会福祉協議会
10 月 07 日（金）バリアフリーファーム
10 月 09 日（日）ふくしまつり、2012 年ワークスカレンダー発売

特集 あなたのパソコンは狙われている

10 月 11 日（火）移行に関する会議
10 月 17 日（月）府身連、ＰＣ講習会 ( 宮津 )「初級編」歴史の館
10 月 17 日（月）職員研修 ( 京都市の就労支援事業所を見学 )
10 月 18 日（火）向島にっこり実行委員会参加 (19:00 〜）
10 月 22 日（土）東南フェスタ、出店参加
10 月 25 日（火）移行会議、油小路事務所
10 月 30 日（日）藤森神社の手作り市出店は中止
11 月 03 日（木）東九条マダンに出店
11 月 04 日（金）作業所訪問研修
11 月 06 日（日）京都府身体障害者団体連合会ＰＣ講習会、長岡京市 ( 初級編 )
11 月 08 日（水）ほていまつり、にっこりフェスタの実行委員会参加
11 月 09 日（水）NPO ワークス理事会、14:00 〜、ワークス２F
11 月 11 日（金）作業所訪問研修
11 月 14 日（月）府身連、ＰＣ講習会 ( 宮津 )「フォローアップ」歴史の館
11 月 17 日（水）バリアフリーファーム
11 月 18 日（金）作業所訪問研修
11 月 20 日（日）藤森神社手作り市、向島にっこりフェスタ、参加
12 月 29 日 ( 木 ) 〜 2012 年 1 月 5 日 ( 木 ) 冬季休暇

編集後記

とっしーの世界遺産を巡る道

はや、今年も終わりが近づき師走の声を聞き、めっきり寒くなってきました。

新体制移行について

今回のＢＵＧは、インターネットを安全に楽しんでもらえるように、 フリー

NAKAJIMA'S EYES

のセキュリティーソフトの特集を書きましたので、一度お試しください。
小田垣
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顕

その２

居場所づくり・勉強会
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