先人の座右の銘
怒りは 敵と思え
徳川 家康

行 って き ま し た ♪

見て歩記﹄

田中さんちの定番料理
白菜とセロリとリンゴのサラダ
【材料】
①白菜 六枚 ②セロリ ③リンゴ
④マヨネーズ（大さじ１）
酢（又はワインビネガー）
小さじ２
オリーブオイル・小さじ２
【作り方】
白菜は水 に漬けて パリッとさ せ、食べ やす
いよぅに にカット して水気を きってボ ール
に入れ、 塩少々を 振っておき ます。セ ロリ
は筋をと り３〜４ ミリの斜め 薄切りに しま
す。
リンゴは 皮つきの まま厚さ３ 〜４ミリ のイ
チョウ切りにし、サッと水に漬けます。
白菜と リンゴの 水気をしっ かり切っ てセ
ロリとと もにボウ ルに入れ、 別のボウ ルに
④を入れてよく混ぜて野菜にかけます。
おかずが もう一品 欲しい時、 冷蔵庫に 残っ
ているも ので、作 ります、野 菜は適宜 とし
ます。

電子 書籍 とは 、紙 の 書籍 では なく 、パ ソコ ンや スマ ホ、 携帯 読 書端 末な どの ディ ス プレ イで 読ん だり 利 用し
た りす る本 の事 だ。 通 常は 利用 した い電 子書 籍サ ービ スを 決め た 後、 専用 端末 やス マ ホ用 アプ リな どを 別 途購
入 し 、電 子書 籍 をダ ウン ロ ード して 読 む事 にな る 。Amazon Kindle（ ア マゾ ン キン ドル ） や楽 天 kobo、 とい っ
た サー ビス はど こか で聞 いた 事も ある ので はな いだ ろう か。
さて 今回 は、 アマ ゾ ンや 楽天 のよ うな 有料 電子 書籍 サー ビス と は違 って 、全 部無 料 であ る『 青空 文庫 』 を紹
介 しよ う。
青空 文庫 は、 著作 権 が消 滅し た作 品や 著者 が許 諾し た作 品を 公 開し てい るイ ンタ ー ネッ ト上 の電 子図 書 館で
あ る。 著者 の没 後50年 を経 て著 作権 が消 滅し た明 治か ら昭 和初 期 の作 品が 蔵書 の大 部 分を 占め てい て、 文 学作
品 （ 時代 小説 ・ 探偵 小説 な どの 娯 楽作 品も 含 む） が 多い 。 現在 の収 録 作品 数 は1万 4000点 ほ ど。 ボ ラン ティ ア
に より 紙の 書籍 が電 子 化さ れて いる 。夏 目漱 石、 芥川 龍之 介、 太 宰治 、高 村光 太郎 、 小林 多喜 二な ど、 誰 もが
昔 読ん だこ との ある 作品 もあ るの では ない だろ うか 。
ス マホ で読 む 場合 は、 ア ンド ロ イド な ら「 青 空文 庫ビ ュ ーア 」 、iOSな ら「 青空 文 庫リ ー ダー 」 など のア プ
リ をイ ンス トー ルす る事 で簡 単に 読め るよ うに なる 。
パソコ ンの場 合は、 青空 文庫： 本家サ イト（ http://www.aozora.gr.jp/）で 読み たい作 品を探 し出 してク リッ
ク して いけ ば文 章が 画 面に 表示 され る。 ほと んど の作 品は 縦書 き で表 示さ れる だろ う 。画 面の 左半 分を ク リッ
ク すれ ばペ ージ がめ く れて 、右 半分 をク リッ クす れば 前の ペー ジ に戻 れる 。ど こま で 読ん だか わか るよ う にす
る 「し おり 」機 能な ども ある ので 、是 非色 々触 って みて 欲し い。
えあ 草 紙・ 青空 図 書館 （http://www.satokazzz.com/books/） とい うサ イ トは 、本 家 サイ トと 中 身が 連動 し
て いて 、作 者や 作品 が 探し やす く画 面が 工夫 され てい たり 、文 章 の画 面が 柔ら かい 質 感で 表現 され て、 紙 の書
籍 を読 んで いる よう な 雰囲 気を 醸し 出し てく れて 、私 はこ ちら で 読む 方が お勧 めだ 。 本家 サイ トで 作品 を 探し
出 した 時に 「え あ草 紙・ 青空 図書 館で 縦書 き表 示」 ボタ ンを 押す 事で も表 示す る事 がで きる 。
パソ コン でも スマ ホで も利 用で き全 てが 無料 なの で、 電子 書籍 入門 とし ては ぴっ たり だ。

〜編集後記〜

12．無料で読める！電子書籍入門！

︻街の灯り︼が少し行き詰ったので他県に住む︑友人・知人・親
族・親戚に頼んで︑特派員になってもらいニュースを送ってもら
うことにしました︒たまたま沖縄に行った人︑沖縄に住んでいる
人から原稿をいただき今回は沖縄特集となりました︒ありがとう︑
これからもよろしく︒

【パソコン博士のデジモノ講座】

﹃沖縄

﹃石垣島からこんにちは︒﹄
森永 絹代
二月十二日︑石 垣島ではジュウルクニチー
十(六日祭 で)した︒
十六日祭って？
十六日祭とは旧暦の一月十六日に行うグショー
︵あの世︶のお正 月を現世で一緒に祝う風習
行事の事です︒宮古︑八重山地方で行われていますが︑特に石垣島
では盛大に行われます︒
学校︑会社は午前中まで︒官公庁職員は︑午前︑午後と交代で休
みを取り午後からは家族揃ってお墓へ向かいます︒島外へ出た家族︑
親族もこの日のために休みを取り必ず帰ってきます︒ゴザを敷いて
お墓の前に勢揃いし三線を弾き歌を歌い︑十六日祭を盛り上げます︒
重箱いっぱいのオードブル︑お餅︑お菓子︑たくさんのご馳走をお
供えします︒
子供たちは︑お墓に登って記念写真をパシャリ︒
一族同門がお墓に集い︑先祖を偲びご馳走をもって一日を語り過
ごします︒
※沖縄でいうオードブルとは︑フラ
ンス料理の前菜ではなく︑おかずの盛
り合わせの事︒この日のためにスーパー
で売り出されます︒
※本土では﹁藪入﹂の風習がありま
すよね？十六日祭も藪入からきている
風習のようです︒琉球時代︑首里城に
仕えていた者たちが︑旧暦の一月十六
日に実家へ帰省すると両親はすでに他
界しており︑お墓の前で両親を偲んだ
そうです︒

特派員便り

林 知子

２月 １２ 日︒日 本全 土か ら集 まっ た
ツ アー の一 行は ︑ １１ 時に 那覇 空港 で
集 合し まし た︒ 羽 田か ら︑ セン トレ ア
か ら関 空か ら伊 丹 から 札幌 から ︑そ し
て 私は 神戸 から ︒ 一行 は︑ ４７ 人の 大
所 帯で した ︒沖 縄 の現 状を 見て ︑で き
る 限り の支 援を し よう とい うツ ァー で
す ︒内 容は ︑平 和 コン サー トと 沖縄 視
察で す︒
コン サー トに 行 く前 に︑ 瀬長 亀二 郎
さ んの 記念館 に立ち 寄り ました ︒﹁不
時 着﹂ と報道 された オス プレイ の墜落
現 場の 写真は ︑まさ に墜 落︒ア メリカ
兵 一人 が行方 不明だ と言 ってま した︒
もち ろん︑発表はされていません︒
コン サート 会場は ︑那 覇大学 ︒２５
０ 人を 越える 観客で した ︒沖縄 に平和
を の趣 旨での コンサ ート は︑横 井さん
だ けで なく︑ 淡路島 で活 躍して いる花
こ まさ んグル ープ︒ そし て︑地 元の演
奏 家８ グルー プと多 彩な 出演者 たち︒
予定時刻を３０分も越える熱演でした︒
こ のコ ンサー トの収 益は ︑辺野 古の戦
い で捕 まって いる山 城さ んを救 出する
ため に全て使うとのことでした︒
次の 日は ︑沖縄 市内を 見学し てから
辺 野古 ・高江 に︒バ スの 車窓か ら見え
る 基地 の多さ に驚き でし た︒そ して︑
米 軍の 宿舎が 基地外 ︵人 呼んで ︑キチ
ガ イ住 宅とい う︶に 建設 されて いまし
た ︒す ばらし い建物 ︒日 本の思 いやり
予 算が どんど んつぎ 込ま れてい て︑光
熱 費も タダだ そう︒ 米軍 は︑夏 に一時
帰 国し ている 間もエ アコ ンはつ けっぱ
な し︒ 戻って きた時 に快 適であ るため
だ そう です︒ この費 用も 思いや り予算
で ︒沖 縄の住 宅と比 較し て︑何 とも大
差が ある建物がいっぱい︒
とに かく︑ ﹁理不 尽だ わ﹂と 思い続
け た旅 でした ︒紙面 の都 合でほ んの旅
の 一部 の様子 だけで すが ︑お知 らせし
ます ︒
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