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Iwate Macintosh Funclub

MMM 2000
今年のMMM(Meet the Macintosh in
Morioka) はこの号の発行日になりま
した。本来ならこの紙面で開催を御
案内するところでしたが、昨年の積
雪経験から、開催を早めたのと、決
めるのが遅かったため、急遽ハガキ
で案内をお送りしました。
M M M の様子は次号でお伝えする
ことになるでしょう。
こちらもお楽しみに。

Inside

MacOS X Server

トール時に簡単に組み込むことがで
きるようになっています。

MacOS X のパブリックβというも
のが巷には出たようです。この日本

また、この環境上で、MacOS を動
かす仕組みも組み込まれていて、標

Run MacOS on Windows ------ 2

語版がいつリリースされるか気にな
るところですが、正式版がいつリ

準では MacOS8 がインストール時に
組み込まれるようになっています。

私のネットライフ --------------- 4

リースされるかも注目の的です。
ところで、似たような名前で既に

この環境で MacOS8を起動すると
画面がすっかりM a c O S になってしま

リリースされている MacOS X Server
リリース1.2 を使ってみました。これ

いますが、右上のメニューから、そ
れぞれのO S に切り替えることができ

フィレンツェ紀行 --------------- 8

は、M a c O S X とは全く別物で、
UNIX にMacのGUIを付けたようなも

るようになっています。（上の画面
では、右上に、MacOS X Server か

林檎ギャラリー ---------------- 10

のといえば何となく雰囲気が分かる
かも知れません。（上の画面）

ら、MacOS8 に切り替える時の様子
が分かります）

MacOS X Server では、UNIX ライ
クな OS の上で、 WWWやFTPなど、

これとは直接関係はありません
が、次ページに はWindows の上で、

インターネットのサーバーとして運
用するのに必要なサービスがインス

M a c O S を動かす方法を掲載しました
ので、そちらも御覧ください。
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By NOMURA Yukinori.

ところで、左の画面はM a c O S の起
動画面ですが、この画面コピーはど
のようにして撮ったか分かります
か？ Shift+Cmd+4 では、取れません
よね？そうです。W i n d o w s 上で
Basilisk IIを動かすと、Windows のス
クリーンコピー機能で、このような
画面コピーを取ることも可能になる
のです。
いやぁ〜、B5 ノートサイズのMac
は、噂ばかりでなかなか登場しませ
んねぇ。皆さんの中にもモバイル用
にやむなく Windows の Note-PC を持
ち歩いている人もいそうですね。私

入手法法
Basilisk II はインターネットで最新

のGetRom.sea.hqxをフロッピー経由
などで、Macintosh へコピーして、
StuffIt Expander で解答した後、実行
するとR O M というファイルができま
す。（使用できるROMは、68K Mac
だけです。PowerPC のものは使用で
きません。）
そうです！Basilisk II では、68K
Macとして動作します。PowerPC版ソ
フトは動かないのです！
気を取り直して、できたR O M ファ
イルをBasilisk II の Setup フォルダに
コピーします。これで、準備完了！
（ここからはW i n d o w s に戻っての作

もその一人で、これでM a c O S が動け
ばなぁ...と思っていました。

版が入手できます。（WindowsのPC
で作業します！）
http://gamma.nic.fi/˜lpesonen/BasiliskII/

Windows 上でMacOS が動作するエ
ミュレータには、Fusion など市販の

ここは、結構頻繁にアップデート
されていますので、最新版を入手し

CD-ROMドライバ組込

ものがありましたが、AppleTalk が動
かないため、プリントやファイル共

ましょう。この原稿を書いている時
点（2000.9.末）現在のダウンロード

MacOSからでもCD-ROMを使用で
きるようにするドライバを所定の

有ができなくて不便なこともあり、
購入には踏み切れませんでした。

可能な最新バージョンは b u i l d 1 3 9
(9.9.2000) ですが、フルセットになっ

ディレクトリにコピーします。
Windows95/98の場合、CD-ROM

そこへ朗報が入ってきました。

ていませんので、フルセットのb u i l d
130をダウンロードして解凍した後、

drivers¥9x内のCDENABLE.vxdを
c:¥windows¥systemフォルダに、

Basilisk II は凄い

b u i l d 1 3 5 を同フォルダへ上書きコ
ピーして下さい。（Build 139 は、

WindowsNT/2000の場合はCD-ROM
d r i v e r s ¥ N T 4 a n d W i n 2 k 内の

そんな時に、Basilisk II に出会いま
した。このエミュレータはインテル

http://gamma.nic.fi/˜lpesonen/BasiliskII/
recent/ に、sven̲01.zip [build 139

cdenable.sysを、
c:¥WinNT¥System32¥drivers フォルダ

の CPU でMacOS をほぼ完璧に動作さ
せるものです。しかも、フリーソフ

(9.9.2000)]として登録されています。
これらは ZIP 圧縮になっています

にコピーして再起動します。

トなのです。
フリーソフトだと機能が貧弱だと

ので、Windows でダウンロードして
ZIP ツールで解凍します。

思われるのが一般的ですが、どっこ
い、有償ソフトの Fusion ではできな
かったネットワーク対応が実現され
ています。

2つのBasilisk II
Basilisk II の Setup フォルダ内に
は、BasiliskII.exeと、BasiliskIINT.exe

インストール準備

がありますが、BasiliskIINT.exeは、
Win.NT/2000用ですので、Win.95/98

Basilisk II を動作させるには Mac の

を使用する場合は捨てて、Win.NT or
2000の場合は、BasiliskIINT.exeを、

EtherTalk, AppleTalk にも対応して
いて、ネットワークプリンターに出

ROM ファイルが必要です。（MacOS
のライセンス？）先程解凍した中に

力することも可能なのです。

あるROM dumping utilityフォルダ内

2

業です。）

BasiliskII.exeにリネームします。
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起動準備
Basilisk II の起動環境をGUIで設定
ソフト「BasiliskIIGUI.exe」を起動し
て、各種の設定を行います。

ます（Avairable のドライブを、左側
の Installed disks:に移動）が、この場
合、ドライブ全体がM a c O S として使
用されます。
通常は、HDD 内の一部を仮想ドラ
イブとして割り当てて使用しますの

WindowsHDのマウント
Basilisk II では、Windows 側のハー
ドディスクをマウントすることがで
きます。

で、「C r e a t e 」ボタンを押して、必
要なサイズの仮想ドライブファイル
を作成します。（2 0 0 M B 以上）作成
した仮想ドライブファイルの名前も
左側（Installed disks:に移動して利用
します。）
更に、CD-ROMでブートできるよ
うに、C D - R O M タブののC D - R O M
enabledにチェックを入れます。

起動テスト
C D - R O M ドライブに、M a c O S の
CD-ROM をセットして、「Run」ボ

B a s i l i s k I I G U I . e x e の「M y
Computer」タブでEnable external file

最初に General タブで、
Boot Drive を「0」に、

タンを押します。（セットするC D ROMは、MacOS 7.0.1 〜 MacOS 8.1 ま

Boot Driver: を -62 Boot From the
emulated CD-ROMにしてCD-ROMを

でのものを使用します。MacOS8.5は
P o w e r P C 用ですので使用できませ

使用できるようにします。
引き続き、MacのModel ID を指定

ん。）
画面が切り替わって MacOS が起動

す。そうしてから Run ボタンで起動
すると、Macの画面に My Computerが
あらわれ、開いてみるとW i n d o w s 側

します。（ここで指定するのは、吸
い上げたR O M ファイルとは別にして

すれば成功です。
ちなみに、アップルのサイトで漢字

のハードディスクが読めるように
なっています。

も良い様です。）

T A L K 7 . 5 . 3が無償でダウンロードで
きるようになっています。

更に詳しい情報は以下のURLを。
http://write.asahi.ne.jp/computer/

http://www.apple.co.jp/ftp-info/
reference/kt753.html

BasiliskII/index.html

が、36MBもありますので注意！

これで貴方も Happy!!

system にチェックして、MacOSでマ
ウントするドライブをチェックしま

次に、MacOS 用に割り当てるディ
スクドライブ叉はドライブイメージ
のファイルを指定します。
ドライブを割り当てるには、右側
にあるドライブ「D : 」等を割り当て
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私の ネットライフ

（Webサイト作成記）

菅野

研一

■はじめに
この原稿を書くにあたってホーム

うスタンスのものが多かったと思い
ます。でも、ですよ。日本初の個人

■密かなこだわり
地味なホームページですが、多少

ページのデータのファイルのタイム
スタンプを調べてみました。一番古

のページならともかく、私はちょっ
と遅れてやってきた人。もう一ひね

はこだわりもあります。
(1) クリップアート集にたより過ぎな

いものは1997年11月でした。という
ことは私が Web サイトを作りはじめ

りしないと、、、。
ということで以前3度ばかり出かけ

い。
クリップアート集は一見便利です

てから間もなく3 年なんですねぇ。3
年にしては大したサイトを作ってい

たインドの写真をスキャンしてみた
わけです。そういえば、一度カセッ

が、自分のイメージにピッタリ合っ
たものを探すのは意外に時間がかか

るわけではありませんが、逆にそれ
がいわゆる「燃え尽き」を起こさず

トデンスケ ( 携帯型のカセットデッ
キ) を持っていったのでサウンドク

るもの。シンプルなものなら自分で
作った方が早いかも。

に続けてこられた理由だと思いま
す。そのあたりを中心に、私の Web

リップもある。というわけで、リア
ルプレイヤー形式で音もつけてみま

(2) フォルダで整理整頓
メニューに合わせてフォルダを

サイトの紹介とホームページ作成の
コツを書いてみたいと思います。

した。
■ではちょっとページの紹介

作っています。後で移動もできます
が、最初から整理しておくと拡張も

■作りはじめた頃のネット事情
今でこそインターネットはつなが

トップページの画像とフォルダ構
成を紹介しておきます。アドレスは

恐くない。
(3) 表示は軽く見やすく

るのが当たり前ですが、日本では
WWW が紹介されたのが確か1994年

http://www.nnet.ne.jp/˜kanno/
です。

背景画像は怠慢ではなく見やすさ
と軽さのために使っていません。

の秋。その後爆発的にインターネッ
トが普及し始め9 6 年には県内各地に

一応メインはインドのつもりで
す。実はネタが1 0 年以上前のもので

(ちょっと言い訳?)
■使っているソフトなどは?

アクセスポイントを設置する地元プ
ロバイダも開業し、当時宮古在住

古いため、あえてよけいな解説文と
かを入れていないのです。一部貴重

(1) Golive (PageMill)
HTML を直接書くのはめんどうだ

だった私も市内料金でインターネッ
トができるようになりました。

なオリジナル音源による音声付きで
すからぜひご覧ください。

し、ファイルが増えてくるとリンク
の状態を把握するのが大変です。と

このころはまだ「どうやったらつ
ながるか」というのが主な話題だっ

真空管アンプ製作記は容量が足り
なくなってきたのでジオシティーズ

いうことで最初 PageMill を買いまし
た。これはシンプルで良いソフトで

たと思います。私も手持ちの IIsi に
Mac TCP や FreePPP などをインス

に置いてあります。時々真空管につ
いて質問のメールが来るようになり

すが、優待アップグレードに目がく
らみ Golive に乗り換えました。でも

トールし、14400bps のモデムで とり
あえずやってみたら、Web の画面表

ました。(でも答えられない。)
あみだ、年賀状当選番号検索、住

使いこなせてない (^̲^;
(2) Photoshop

示が追いつかずに回線が切れる ( 笑)
という状況に観念して 8500/132 に買

所録は自分用に作ったソフトをとり
あえず置いたという感じです。

画像の編集、といってもトリミン
グと解像度の変更ができれば何とか

い換えました。
そして9 7 年の夏にプロバイダを乗

家族が作った手作りアニメは、子
供がアニメーションの仕組みを知り

なるのですが、一応 P h o t o s h o p も
持っています。PageMill に LE が付い

り換えて 5MB の無料 Web スペース
を確保したところから私のサイトづ

たがったのでOHP シートにフェルト
ペンで絵を描かせてスキャナで読み

ていて 5万円で優待購入。
(3) CANVAS

くりがゆっくりと始まりました。
■何はなくともネタ

込んだものを Flash で順に表示するよ
うにして音をつけたもの。およそ

真空管関係のイラストを描くのに
使っています。Illustrator や FreeHand

当時の個人のページといえば、
「我が子」「ペット」「日記」とい

Flash らしくない使い方ですね。
チロルチョコの秘密は一見の価値

でも。
(4) iShade

うのが定番でした。まあ、雑誌など
も「個人的なことでよいのだ」とい

あり。新たな発見があります。もっ
とも一度見れば充分 (爆)。

ひょんなことから iShade をもらっ
たので真空管の絵を描いてみたりし
Edited by NOMURA Y.
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てます。
(5) RealEncoder

ち歩き、ショーもないことでもとり
あえず撮影して保存しておきましょ

参考になったでしょうか。I n f o s e e k
で「link:www.nnet.ne.jp/˜kanno/ 」と

リアルプレイヤー形式のファイルを
作るソフトですが、フリーで入手可

う。この蓄積が後々ネタになるか
も。チロルチョコの秘密はこうして

入れて私のページをリンクしてくれ
ている人を調べても、知らないとこ

能です。
(6) Flash

生まれた (爆)。
(3) 技巧に凝るのはほどほどに

ろからは1箇所だけでした。これから
はもう少しリンクされるようなペー

予算の関係で職場で作ります。最
近は使ってない。

ページづくりを覚えてくると Flash
や JavaScript など、色々使ってみたく

ジにしたいと思っています。
しばらくは多忙のため更新もまま

( 7 ) ポラロイドカメラとイメージス
キャナ (笑)

なる人も多いことでしょう。こう
いったものを使ったページを作るに

なりませんが暖かく見守ってくださ
い。

なんと急ぎの写真はポラロイドで
撮ってスキャナで読み込み。ポラロ

はそれなりに時間がかかるし、変更
しにくくなることがあります。最初

イドカメラって2 0 0 0 円くらいで買え
るんですよ。フィルムは1 枚100円弱

は実験のコーナーとか作ってやるの
が良いかも。

しますが、しばらくはデジカメより
ポラでもOKか。

自分のページで困っているのはイ
ンドの写真で、ピンクのバックにと

■長続きのコツ
(1) ネタは小出しに (笑)

け込むように影を落としているので
すが、バックの色をちょっと変えよ

例えば長年にわたって続けている
趣味の記録があったとします。たい

うと思ったら影の色も変えなきゃい
けない! ! 。写真のスキャンからやり

ていの人は新しい表現手段を手にす
ると、面白くなって一気に全部発表

直しが必要で、保留にしています。
影をつける前の元ネタをとっておけ

しちゃうんです。でもネタを補充す
るスピードにも見るスピードにも限

ば良かったのですが。
■まとめ

界があることを忘れてはいけませ
ん。写真なら1 週間に5 枚とか1 0 枚位

なんか思いつくままの順番に書い
てしまいましたが、これから個人の

とか目安を決めて、少しずつだせば
長い間更新を続けられます。見る方

ページを作ろうという方には少しは

フォルダの構成。ちょっとゴミも見
えますが....

も更新を楽しみに繰り返し来てくれ
ると...。
(2) 定期更新を宣言しない
性格にもよるでしょうが趣味のレ
ベルで毎週何曜日とか、毎月何日と
決めて更新するのは思いのほか負担
になります。有名サイトでも1-2年す
ると仕事が忙しくなって休止という
例は多いものです。
(3) 全面破壊しない
せっかく作ったものはしぶとく資
産として蓄えましょう。プロバイダ
の引っ越しとともにガラリと内容を
変えちゃう人もいますがもったいな
い。こうやって十何年、何十年蓄積
したら結構面白いことになりそうで
すね。紙と違ってバラバラになって
無くすってことがないですから。恥
ずかしいこともあるでしょうけど :-)
(2) 記録魔になる
デジカメを持っている人は常に持

トップページ。文字主体でシンプル過ぎかも。バナー右下には隠しカウン
ターを埋め込んで小ワザを効かせている（笑）
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藤澤
私は，３９歳，院生である。岩手
県教育委員会の大学院派遣制度を利
用して，学校に籍を置いたまま，研
究生活に入った。岩手大学へは２度
目の入学となる。

大学院派遣制度
ここで，派遣について説明する
と，書類で審査を受け，面接を受け
て合格すると，受験資格を得られ
る。そして，自費で受験し合格すれ
ば，自費で入学金授業料を支払う。
修士課程２年のうち，１年目は大
学，２年目は週２日大学に通うこと
が許される。この２年間は通常の給
与が支払われる。こういう制度が
あったのである。

院

生

生

大学院のレベルを維持するために講
議も多い。試験は殆どしないで，課
題レポートによる審査が成績につな
がる。卒業に必要な単位は，２４単
位である。前期後期を２年間で過ご
すと，単純に１期８単位（４科目）
とればいいことになる。来年週２日
しか通学できない私たち現職は，１
年で２４単位近く取らなければなら
ない。それで，テンションは高くな
らざるを得ない。ちなみに，私は前
期５科目，前期集中３科目，後期５
科目，後期集中５科目の１８科目３
６単位を申告した。

活

義栄
が増えたらしい。ところどころで今
は使われていないM a c に出会う。私
のＭａｃもそういうものである。部
屋には１回線10BASE-TのLANが引か
れている。そこで，部屋でカードを
共同で１枚購入して，各自のW i n d o w s ノートパソコンにつないでい
る。
私は，使わないMacのLANカード
とメモリを科の先生からいただいて
Performaに装着したので，ソケット
にケーブルを差し込むだけである。
しかし，遅い。インターネットはフ
リーで使えるので学会の情報収集，
研究検索には，重宝している。しか
し，最近のホームページは肥大化し
ているので，マシンの非力さに手を
焼いている。こんなにたくさんの院
生がいるのに，M a c ユーザーは私だ
けである。はっきり言ってさみし
い？学部の授業では，ファブリック
の佐々木さんがフォトショップを
Macで教えているというのに…。

＜藤澤義栄（よしえ）である。＞
大学院の生活は真面目そのもので
ある。講議は，ごく少人数で行われ
る。休む訳にはいかない。（まあ，
休む気になるような講議は殆どない
けど）学科毎に院生の部屋が与えら
れ，そこに出勤（登校）する。大学
院の授業も，学部と同様に１時間半
である。ただ，先生によってはオー
バーすることもあるらしい。レポー
ト発表・討論を基盤としながらも，

6

大学院のMac
私のM a c 環境を紹介させていただ
くと，Performa6310と純正の１４イ
ンチマルチスキャンディスプレイに
カラースタイルライター１５００で
ある。当初はMacでLANが組まれて
あったが，現在はWindowsユーザー

＜IWATE UNIV＞
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岩大と メ ー ル
そう言えば，ＩＭＦは岩手大学と
つながりが深い。かつては例会の会
場であり，会員の先生方もいる。さ
らに，講師として教鞭をとる会員も
いる。共同研究者の会員もいる。お
かげで，大学も講議以外のリレー
ションがあるためか，とても住み心
地がいい。
また，社会人学生同士も仲良しに
なりやすい。厳しい状況での連帯意
識のようなものであろうか。今年
は，飲み会の他，自然観察会を秋田
駒ヶ岳で３回開いた。ほかにも，わ
んこそば大会などを予定している。
その時の連絡は，半分がメール，半
分が手紙である。
学生証が磁気カードになってい
て，学内のメールアドレスは自動的
に割り当てられている。そこで，電
算センターにいって，個人でサー
バーにアクセスして取得するのだ。

＜某岩手大学教育学部＞
る。しかし，先生が多忙であるため
にメールを開いてもらえないことも
ある。
手紙が効力を発することもあるの
が現状である。
そういえば職場の女の先生がメー
ルをやり取りしていると先週言って
いたのを思い出した。

院生には全員割り当てられている
ものの，横着な（ごめんなさい）院

Pippn
いりませんか
nいりませんか
というわけで，私のMacLifeは，４
〜５年前の皆さんの状態ではないだ
ろうか。Megumiでインターネットの
部屋というのがあり，会員でお話し
ていた内容やその意味が今ようやく
分かってきたような気がする。（で
も殆ど分からないことの方が多いと
思うが）
かなり，古くさい話になって申し
訳ないと思っている。それでも，私

生もいるために手紙も書く。メール
交換は，教授との間でも行ってい

にW i n d o w s の質問が来るのには参っ
てしまう。
＜これが大学院生の部屋だ＞

今の私のM a c は，私にとって空気
のようなワードプロセッサーであ
り，メーラーである。（だが，遅
い）折しも，Stop Making Senseがリ
メイクされ，上映された。かつての
時代の最先端が，実体を持って自分
の生活に再び位置付いてきたことを
感じた。
こんな私が，AirMacを使うのは，
いつになるのだろう。
その前に，Pippn だれかいりませ
んか。
oct,2000 at1-520（LCではない）
藤澤

義栄

Edit by Manabu Satoh
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フィレンツェ紀行
2 0 年前に学会でフィレンツェに
行った時、素晴らしい所であると強
く印象に残っていた。もう一度女房
とゆっくり絵画を見て、街を歩きた
いと思って、今回やっと再訪できた
ので感想を書いてみる。
9月10日（日） 成田 12:05発
パリ行き エア・フランス
9月10日（日）午後10時30分
フィレンツェ到着

その後にドゥオモ美術館に寄り、
ミケランジェロの「未完のピエタ」
を見た。ミケランジェロ自身の姿を
模した聖者がキリストを支えてい
た。その聖者は未だ彫り上がってい
ないが、それゆえに想像をかき立
て、独特の雰囲気を醸し出してい
た。

フィレンツェ ではサヴォイホテ
ルに宿泊。ここはなかなか奇麗で、
調度品がとてもモダンで美しい。場
所は共和国広場に面して、町のど真
ん中で便利そう。部屋は少々狭い
が、充分気に入った。

ドゥオモ
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ラファエロはその絵のマリアの顔
が美しく、早死にした母親の顔を思
い描き好みの女性の顔をモデルにし
て、奇麗な絵になっているとのこ
と。とても美しく、これに会うだけ
でもフィレンツェに来る価値があ
る。心をうつものがある。
フィリッポ・リッピの絵も多く、
中でも「聖母子像」のマリアが奇麗
でしかも優しい雰囲気を持ってい
る。美人の尼僧をモデルにして描
き、その人と駆け落ちしたエピソー
ドがある。こんな美人なら駆け落ち
したくなるのも納得できる。

9月12日（火）午後

9月11日（月）
月曜日で美術館が休みが多いの
で、Manninaと言うベッキョ橋の近く
の小さな靴屋で手作りの靴を注文し
た。出来栄えが楽しみ。
大聖堂（ドゥオモ）は午前中長い
行列が出来ていたが、午後は待たず
に入れた。花の聖母寺院で世界有数
の大きさを誇り、大屋根が完成した
のが1436年。内部は教会の礼拝堂だ
が、とてつもなく大きく、スケール
が一桁違う感じ。天井の絵は「最後
の審判」で、高い位置にあり、すご
く良かったが描く時の苦労を思うと
ありがたさを感ずる。

佐藤護人

ピエタ

女房は疲れたので、私だけアカデミ
ア美術館へ行った。
ダヴィデ像が美術館の中心に立派
に鎮座していた。この像は大きく、
その造形は素晴らしく精巧で美し
い。中心の物は浮世絵とは違いヒ
モーゼでささやかだが、他の絵画よ
り立派で、ホーデンの形が大変良
い。心なしか女性が熱心に見ていた
ような気がした。それでいいのだ。

9月12日（火）午前8:30
パラチーナ美術館に行き、朝早いの
で空いている。ラファエロが飛び抜
けて良かった。あの優しいマリアの
顔は・・・。
ウフィツィ美術館は流石に大き
く、ボッティチェッリの「春」と
「ヴィーナス誕生」に2 0 年ぶりに再
会出来た。「春」修復で奇麗になり
華やかで、素晴らしかった。
「ヴィー ナス誕生」は奇麗で良かっ
たが、やはり首が不自然に長く曲
がって見えた。でもボッティチェッ
リは顔が良く、私の好むところであ
る。
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サンタ・マリア・ノヴェラ教会を
見つけ、中に入るとステンドグラス
の奇麗な光が、柱と床にさして美し
く彩られてた。これこそ神の御恵
み。頼む一枚で良いから表紙になる
写真が撮れていることを願った。
夜午後５時ころ帰って見ると、女
房は風邪ぎみ熱っぽい。かっこん湯
を飲んでしばらくして、梅かゆを温
めしじみ汁を一緒に食べた。こんな
に美味しいおかゆとしじみ汁は食べ
た事は無い。旨かった・・・。

9月13日（水）

サヴォイホテル

から2 0 分で丘の上ヴィラ・サンーミ
ケーレに到着。400年前の修道院をレ
ストランホテルにしている。さんさ
んと日の差すテラスで、遠くに今ま
でいたフィレンツェの町並みがほん
の少しかすんで見える。気持ちの良
いそよ風の中シャンパンは素晴らし
い爽やかな味で、これを飲みながら
天国にいる気分である。フィレン
ツェに来て何故か朝食はビュッフェ
で食べ、昼はサンドウイッチです
ませ、夜もお互いに調子が悪く、
軽食だけだった。今日初めてスパ
ゲッティを美味しく食べた。

9月14 日（木）パリにはスト
で6時間遅れて18:30頃到着、イン
ターコンチネンタル・ホテルに宿
泊。パリのレストランでワインと
鴨料理を楽しんだ。1 0 時頃帰って
目が覚めると４時まで熟睡した。

9月15日（金） 13時15分発
パリ（シャルルドゴール）発
ア・フランス

9月16日（土） 午前8時

エ
成田

暑い。
帰りの飛行機で見た週間朝日のラー
メンの写真でむしょうに食べたく
なった。東京駅で早速ラーメンを食
べて、大満足。食べ物は日本にカギ
ル。
午後１時半の盛岡到着 よかっ
たー。

フィレンツェ には美術館や寺院が
町の中に4 0 ヶ所も集中してあり、殆
ど歩いて行ける距離に有る。どれも
夫々に歴史がり、見るに値するルネ
サンスの絵画、彫刻がある。その後
のパリ等にある芸術の起源がここに
有る。町並みそのものが景観を保
ち、建物と石畳は数百年の歴史をき
ざんでいる。多くの有名なブランド
店のショウ・ウインドウは見事でセ
ンスの良さを感じる。それはパリに
立ち寄って比較して見ると、フィレ
ンツェの方がセンスが良く、より素
晴らしいと感じた。レストランの食
事はこの反対であった。
残念ながらピザや美味しいスパゲッ
ティを食べる機会が無かった。もう
一度行きたい。もう一度！

に到着
成田エクスプレスに乗車中東京は

9 月1 3 日（水）朝３時ころから
眠れず、５時半頃カメラを担いで暗
い中をホテルを出発。ベッキョ橋の
写真を撮っていて、夜明け寸前に、
空が紫色と橙色になり、いわゆる黎
明が見えてきた。河岸の街灯とベッ
キョ橋の夜間照明に黎明が加わって
最高の場面である。これはうまく
写っていると確信しながらホテルに
帰った。
朝食後、バルジェロ美術館へ。一
階のミケランジェロの彫像は初期の
もので印象的ではなかった。二階の
ドナテッロはやはり良い。緻密でス
マートである。
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会費納入先

編集後記
懐かしのフィレンツェにやっと行くことが出
来ました。 2ページでは収まらないので、次号
に続きをとも考えましたが、どうにかおさめま
した。HPでカラーを是非ごらん下さい。
佐藤

自分の纏めもかねて Basilisk-II を書いてみま
したが、自分で作業するのと、作業経過を解説
するのでは全く勝手が違いますね。皆さんは
ホームページの解説を読んだ方が良いと思いま
す。
編集や記事を書くとDTPの力が付きますね。
（見栄えはともかく技術は・・・）皆さんも
やってみませんか？編集長にメールを書けば即
OKです。
野村

今回は、ほんとにネットワークのありがたさ
を感じました。でも、ネットワークに繋がって
いなかったり、繋がっていても利用していなけ
ればその恩恵にはあずかれないんですね。
水沢 佐藤

この号の、林檎ギャラリーを担当することを
引き受けてしまい、どうしたものかと考えてい
ましたが、「My only style 」で描くしかないと
気がつき、少し楽な気持ちになって描かせてい
ただきました。
どなたか、このページに作品をお寄せいただ
ければ、本当の意味の「みんなの林檎ギャラ
リー」になると思いますのでよろしくお願いい
たします。
土村

注

今回の号では、菅野研一さん、藤澤義栄さ
ん、のご協力もいただきました。本当にありが
とうございました。
みなさんからの投稿もお待ちいたしておりま
す。どしどし、お寄せください。
土村

振込先（郵便貯金総合口座）
記号：１８３
７０ 番号：１１９９３６７１
名義：岩手Mac友の会 笹川順子
尚、振り込まれた場合は、住所・氏名・連絡先などを別途ご連絡くださ
い。振り込み通知書だけでは情報が不足し、どなたの振り込みか確認でき
ない場合がありますので、宜しくお願いいたします。

会員近況報告
募

集

中

！

新規このコーナーへの、みなさまからのショートコラ
ムを、お待ちいたしております。
編集委員より！

会員名簿
阿部 好晴
宇佐美 公生
沖野 覚
小野寺 一郎
小野寺 俊博
神 達宏
川村 渇真
菅野 研一
木村 和男
工藤 聡
國光 勝美
久保 司
熊谷 知暁
斎藤 秀一
酒井 裕之
桜井 瑞子
笹川 順子
佐々木 明宏
佐々木 雄久
佐々木 則之
佐々木 治男
佐々木 吉信
佐藤 顕
佐藤 雅子
佐藤 学
佐藤 護人
白石 隆
杉村 栄一
杉村 峰秀
外川 正
高橋 晃

IMF203
IMF228
IMF044
IMF248
IMF303
IMF229
IMF211
IMF302
IMF094
IMF243
IMF235
IMF273
IMF109
IMF267
IMF220
IMF088
IMF202
IMF237
IMF215
IMF093
IMF119
IMF010
IMF039
IMF036
IMF113
IMF244
IMF031

盛岡市
盛岡市
二戸市
紫波町
盛岡市
盛岡市
新宿区
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
山形村
旭川市
滝沢村
花巻市
滝沢村
盛岡市
盛岡市
岩手町
紫波郡
矢巾町
盛岡市
仙台市
盛岡市
金ヶ崎
盛岡市
盛岡市
盛岡市
花巻市
盛岡市
盛岡市

高橋 丈
高橋 浩幸
高村 智
田村 修
塚野 弘明
土村 中
照井 芳夫
遠山 明人
徳富 亘
戸塚 孝徳
中島 恵助
長土居 正弘
根本 聰彦
野村 翼
野村 行憲
檜山 邦彦
福士 宙之
福田 健次
藤澤 義栄
藤村 洋
藤原 友行
藤原 真理
三浦 滋
三浦 秀徳
三浦 吉範
村上 宏文
藪 敏裕
山子 則男
山田 政行
山本 淳
渡辺 浩志

IMF261
IMF091
IMF242
IMF204
admin
IMF026
IMF200
IMF015
IMF236
IMF087
IMF042
IMF304
IMF000

IMF005
IMF209
IMF028
IMF265
IMF287
IMF283
IMF099
IMF214

IMF034
IMF069

盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
花巻市
盛岡市
花巻市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
札幌市
盛岡市
盛岡市
久慈市
盛岡市
花巻市
花巻市
盛岡市
盛岡市
宮古市
水沢市
仙台市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
八戸市
盛岡市
盛岡市
能代市
以上62名
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例会案内

11月の例会

12月 23日(土)
2001年 1月 27日(土)

11月 25日(土)の例会は、
盛岡駅裏西口にできました
マリオスの７階にあります
交流サロンの中にあります
オープン会議室を借りてお
こないます。
尚、駐車場は青空と立体の
２カ所があります。
どちらも、150円/30分と、
ちょっと高めです。

14:00 開場
15:00 例会
17:30 解散
場所:
マリオス ７階
交流サロンにて

ﾅｲﾄｻﾛﾝ案内
ナイトサロンは、毎月
第二火曜日に、八幡宮境内
にある喫茶店、愛名亭「茶
欧」において、午後７時頃
から開催しています。
是非、お時間のある方はお
出でください。問題点など
はその場で解決できると思
いますよ！？
愛名亭「茶欧」
019-654-6249

IMF例会開催地地図

夕
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瀬
橋

至青森

盛
岡
北
跨
線
橋

開
運
橋

旭
橋
北上川
新
跨
線
橋

盛岡駅
西口自由通路

P

マリオス

至仙台

P
盛南大橋

至雫石
雫石川
太田橋
至アイスアリーナ
場所
マリオス ７階
交流サロン 会議スペース

「林檎」51号 は...
First Class
ATOK8
Color Magician EG-Bridge
EG-Word
Freehand
HyperTerm
Illustrator
MacPaint
MacVJE
MacWrite
NinjaTerm
NISUS
PageMaker
PhotoShop
SoloWiter
StreamLine
SuperPaint
等で作ったものをPageMaker でま
とめLaserWriter, Microline でプリ
ントしました。

「林檎」第51号 2000/ 10/28
編集長 佐藤 護人
発行
岩手Mac友の会
代表者 野村 行憲
020-0105 盛岡市北松園 3-34-2
非売品
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