先人の座右の銘
力は若者の栄光。
白髪は老人の尊厳。
【旧約聖書】

★ 特 派員 紹 介 ★

すが︑この輩︑本なんて読むものではなく︑
書いて出版するものと考えているフシがあり
ます︒
﹁なんで他人の書いた本なんか読まないで︑
自分で書いて本出せばイーサー﹂
なんて声が聞こえてきそうです︒
書かねばならなくなった今︑この愛すべき
輩たちに︑切にあやかりたいと考えておりま
す︒

〜編集後記〜

今回の特 派員は私の実弟で 彼
, とは６姉弟の
長女と末っ子で歳がかなり離れていて︑私の
中で彼との思いでは︑彼が生まれる時︑産婆
さんを呼びに走った事︑産湯のためにお湯を
沸かすのに︑なかなか薪に上手く火がつかず ︑
涙をボロボロ流していた事︑学校に行く前に
︵おしめ︶を洗って行った事・・・
時は流れ ︑彼も老人の入 り口に立つという ︑
軽妙な語りで今の重い沖縄をルポしてくれる
ことを楽しみにしている︒皆さん︑応援お願
いします︒

【パソコン博士のデジモノ講座】

ハイサイ︑チュウウガナビラ︒
ワンナーヤ︑森永用立ンディイヤビー
ン︒
ユタシクミーシッチョウティウタビミセービり︒鈴
木嘉代子ヌウットゥナトーイビーン︒ナーファウティ
クラチ︑６９歳ニンナトール︑オジーヤイビーン︒
︵やぁ︑こんにちは︒私の名は森永ヨーリツという
者で︑鈴木嘉代子の弟でございます︒お見知りおか
れまして︑よろしくお願いたします︒那覇で暮らし︑
６９歳にもなる︑お爺さんであります︒︶

サテ︑意味不明の沖縄方言はこれくらいにしまし
て︑先日ビックリしたことを話します︒姉嘉代子よ
り﹁十人十色﹂が数枚送られてきまして︑見ると︑
沖縄特派員レポートとして︑お前もなにか書けとい
う便箋が添えられているではありませんか！一瞬そ
れを見たときの驚きは︑アキサミヨ！︵えらいこっ
ちゃ！︶でした︒こんな無学文盲︑生き愚鈍の弟に︑
姉嘉代子さんよ︑なんてことを御言い付けなさる︒
私はその日すっかり固まってしまい︑日頃二合飲
んでいる泡盛を三合も飲んでしまいました︒そして
翌日︑深呼吸して考え直したのです︒
沖縄には昔から﹁おなり神信仰﹂というのがあり
まして︑姉妹の霊が兄弟を守ってくれるという信仰
です︒船に乗る時や旅に出る時︑姉妹のくれた毛髪
や手拭いを身に付けておれば安全に守られるという︑
たいへん有難い信仰です︒
つまり嘉代子姉様は私にとってはおなり神様なの
でありまして︑それもただのおなり神ではありませ
ん︑三人もいる中の長女神ですから別格です︒アリャー
考え直した挙げ句︑逆にこれはモー書かねばならな
くなりましたネ︒
深呼吸入れますか︒
こんな笑い話があります︒本を読まない文学青年
の話し︒
だいたい沖縄県民は本など読まない輩が多いので
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♪井堀さんちの定番料理♪
〜鶏唐揚げと野菜の甘酢あんかけ〜
【材料】
鶏のか ら揚げ・ カラーピ ーマン ・玉ねぎ ・タケ ノコの水
煮
【甘酢】
砂糖・酢・醤油・水・水溶き片栗粉・サラダ油
【作り方】
ピーマ ンはヘタ と種を取 り、一 口大に切 る。玉 ねぎも一
口大に切り、タケノコは薄く切る。
★フラ イパンに 多めの油 を熱し 、野菜類 をサッ と炒めて
とりだす。
★フラ イパンの 油を拭き 取り、 【甘酢】 の材料 を入れて
一煮立ちさせ、水溶き片栗粉でとろみをつける。
鶏のか ら揚げと 野菜を入 れて和 え器に盛 る。我 が家のリ
メイク 料理です 。鶏のか ら揚げ は昨日の おかず でした、
少し多めに作り、いろいろリメイクします。

１３．グーグル検索の便利な使い方

パ ソコ ン でイ ンタ ー ネッ ト利 用す る 場合 、最 初に 表 示さ れる ペ ージ をGoogleに して い ると 色々 と 便利 に使 える 。 今回 は知 り たい 事を
サ ッと 調べ る為 のGoogle検索 のテ クニ ック をい くつ かご 紹介 する 。
【 電卓 を使 う】 「電 卓」 と検 索す ると 検索 結果 に電 卓が 表示 され る。 検索 窓に 計算 式を 直接 入力 して も計 算結 果が 表示 され る。
【 定義 を調 べる 】「 忖度 とは 」や 「忖 度 定義 」で 言葉 の意 味を 検索 でき る。
【 翻訳 する 】「 おは よう を 英語 で」 のよ うに 検索 する と英 訳お よび 発音 を確 認で きる 。
【 郵便 番号 】「 住所 郵 便番 号」 のよ うに 検索 する とそ の住 所の 郵便 番号 を調 べら れる 。
【 ルー トを 検索 】「 大津 駅か ら京 都御 所」 や「 ここ から 京都 水族 館」 のよ うに 検索 する とル ート 案内 が表 示さ れる 。
【 鉄道 の運 行情 報】 「鉄 道の 路線 名 運行 情報 」の よう に検 索す ると 鉄道 各線 の運 行状 況を 調べ られ る。
【 道路 の交 通状 況】 「名 神高 速 交通 状況 」の よう に検 索す ると 高速 道路 や主 要道 路の 混雑 具合 を調 べら れる 。
【 株価 】「 会社 名 株価 」と 検索 する と上 場企 業の 株価 を調 べら れる 。
【 天気 】「 場所 天 気」 のよ うに 検索 する と天 気情 報を 調べ られ る。
【 近く の 店舗 ・ト イ レ】 スマ ホや PCの位 置情 報 を利 用し て、 現 在地 周辺 の 店舗 やト イレ な どを 探せ る 。土 地勘 の ない 場所 に いる 時に
便 利。
【 観光 スポ ット 】「 大津 の観 光ス ポッ ト」 のよ うに 検索 する と、 地の 名所 を探 すこ とが でき る。
【 ホテ ル】 「大 津の ホテ ル」 のよ うに 検索 する と現 地の ホテ ルや 旅館 など の宿 泊施 設を 探す こと がで きる 。
【 単位 を換 算す る】 「10年を 秒」 や「 500万ド ルを 円」 「1349930000立方 キロ メー トル を 東京 ドー ム」 のよ うに 検索 する と単 位を 変換
で きる 。
【 食べ 物の カロ リー ・栄 養成 分表 】「 食品 名（ 料理 名） カロ リー 」と 検索 する と食 品・ 料理 のカ ロリ ーや 栄養 成分 表を 調べ られ る。
【 映画 の登場 人物 やスポ ーツ 選手】 「映 画名 登場 人物 」や「 チー ム名 選手 」の よう に検 索する と、 映画 の登 場人物 やス ポー ツチー
ム の登 録選 手を 一覧 表示 して くれ る。
以 上の よ うな 検索 で 少し 特殊 な結 果 表示 がさ れる が 、ご く普 通 に調 べも のを す る時 でも 、 調べ たい 事 項に つい て ２， ３語 を 使っ て検
索 する と、 目的 の結 果に 早く たど り着 くこ とが でき ると 思う ので 色々 試し てい ただ きた い。

