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♪
このコーナーは、
♪
インターネットピープル の皆さんと編集部を結ぶページです。
皆さんの楽しいメールがこのコーナーを作ります。
♪

Let's Access!
♪
♪
♪

We

近一人暮らしを始めた私。実家

最

読 者 の 声

真を送ってもらったり、デジカメで撮っ
た私の写真を送ったりと、結構楽しくやって

ve

ってます。でもコレってもう常識ですよね？
（20歳・女性の方）

の母との交流はもっぱらメールで

しています。うちに残してきた愛犬の写

Lo

はっ、はい。たしかに携帯電話でメール交換って、いま
じゃ常識。でも、さすがに私も「ブラインドタッチ」っ
とまではいかないカモ（っていうか全然ムリ）
。若さ…
…ですなぁ。
（編）

プ

ロバイダーを選ぶためだけにこの雑誌を

ます。最近になって、それを横目で見ていた父

買ったので、まだ全体の内容とかはよ

が「僕もやる！」っと言い出しました。
「まず

くわかりません。ごめんなさい。私もこの雑誌

はノートパソコンを買うところから……」っと

の内容がすべてわかるようになる日がくるので

意気込んでいますが……。メールまでこぎ着け

10

しょうか？

るのは相当先って感じです（苦笑）
。

思うのですが……。その一方で（？）
「砂原先

（22歳・女性の方）

そんなそんな、謝らないでくださいよ〜。
「この雑誌の
すべてがわかる」……それって結構すごいカモ？ 私だ
ってわからないこといっぱいありますもん（苦笑）
（編）

イト上における2000年問題などは大丈

サ

夫なのでしょうか？

（24歳・女性の方）
うんうん。美しい光景じゃないですか。こういう話を聞
くと、こっちまでワクワクしてきちゃいます。そういえ
ばうちの父親も、
「僕も娘とメールやる！」っとダダを
こねてたなぁ。お父さんからメールがきたら、速攻お返
事出してあげて下さいね！（編）

（26歳・女性の方）
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生が答えるみんなの大疑問」がなくなったのは
寂しいですねえ。10月号だけなのでしょうか？
貴誌のホームページにも質問コーナーがありま
すが、いままでのFAQの集大成のようなもの
を出していただけるとありがたいのですが、い
かがでしょう？

たとえば、ウェブ

メールやスケジューラーなど……。

グッドタイミング！ 今月号の本誌では、ネット上の
2000年問題をさまざまな角度から検証した、その名も
「インターネットY2K」という記事を掲載しています。
予想されるトラブルに対する対処方法なども詳しく説明
していますので、ぜひ、参考にしてみて下さいね！（編）

月号から始まった、
「先生！ やさし

く教えて！」はとてもよい連載だと

近、携帯電話でメールすることが多く

最

なりました。初めは文字を打つのに異常

に時間かかってたんですが、最近は手元を見
ずにバシバシ打てるようになりました。母はそ
んな私をみて「私には絶対できないわ」っと言
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（関根政実さん）

砂原先生がインターネットの素朴な疑問にやさし〜く答
えてくれる「先生！ やさしく教えて！」
、みなさんもう
読んでいただけましたか？ コーナー内のFAQはまだま
だ続いております！ 質問などドシドシ送ってきて下さ
いね。それと質問コーナーの集大成版に関してですが、
これは確かにあると便利ですよね。検討してみますので、
もうしばらくお待ち下さい！（編）

あなたの自慢のホーム
ページを紹介します。
どれも作者の自信作
です。とくとご覧あれ

H O M E P A G E

「ミニロト券勝生活」
Jump

「はるかなる源流へ」

plaza24.mbn.or.jp/~drift/

Jump

www.asahi-net.or.jp/~jf3t-sgwr/

ミニロト専門ページです。抽選数字をいろい

沢登りと渓流釣りが融合した山釣りの世界を、

ろ分析してます。みなさんで1000万を当てま

オリジナル写真を中心に構成したページで紹介

しょう！ あっ！ みんな当たったら配当が減

しています。山釣り入門講座やヒグマ対策、

ってしまう〜！

東北や北海道の沢別源流情報、イワナ料理や

（JOさん）

燻製……。とにかく自慢は、膨大な大自然の
写真のボリュームです。現在31MBにもなって
います。ぜひ、ご覧いただければ幸いです。

読者の自薦

（菅原徳蔵さん）

「恋愛学園」
Jump

www06.u-page.so-net.ne.jp/zd5/momiji16/

ここは自分のつくったキャラクターが学園生活
を送る楽しい架空学園です♪ 生徒になってく
れた人は「恋愛学園」をとても楽しんでくれ

「K-PLAZA.COM」
Jump

k-plaza.com

ています！ 管理者の私も「恋愛学園」の生

キムチをはじめ、さまざまな本場韓国の食材と

徒として混ざっているので生徒さんの意見を聞

雑貨を販売するショッピングモールです。毎月

き入れられます♪ 現在、生徒さんは86人もい

更新の韓国料理レシピと韓国芸能情報ページ

ます。ただいま入学者を募集中なので、みな

も話題満載！

さんも1回きてみてくださーい！（もみじさん）

の価値があります。ぜひ、お越し下さい！！

読み応えたっぷりです。一見

（佐々木まさみさん）

「コミックファーム」
Jump

www.comicfarm.com

同人文化の交流サイトNO.1を目指してがんば
るインディーズコミックのウェブマガジン！
足で探して見つけてきた新鋭アマチュア漫画作
家による連載マンガやコラム、イラストなどを
公開中！

また、投稿していただいた同人創

作オリジナル系作品も公開しています。セルフ
サービス型リンクリスト「LINKえる」や同人
イベント参加情報告知リスト「EVENTくら
ら」もご利用下さい！

（ダスクさん）

「Nailyasan」
Jump

「Kusa Cup Network」

www.n-age.com

ネイルが楽しい季節になりました！

お出かけ

Jump

kusa.cup.com

時のおしゃれのポイントはキラキラしたネイル。

アマチュアスポーツを応援するページです。
自慢

ここではネイルチップをはじめとするたくさん

はなんと言っても、
参加者表明CGI。
試合のと

のネイルグッズを、お家で気軽に買うことがで

きなどに、
メンバーの参加・不参加がウェブで

きます。ご自分でネイルのお手入れをする女性

管理できます。
もちろん無料。利用者からは大

を応援します。質問などにも即答します☆

変、好評をいただいています。
チーム管理者の

（松尾恵久美さん）

方々、
一見の価値ありですよ！（黒田英二さん）

◎ 編集部からのお知らせ ◎
We Love Internet Peopleでは、皆さんからの
お便り＆自薦ホームページを大募集しています！
インターネットにまつわるエピソードや素朴な
疑問はもちろんのこと、ご自慢のホームページ
の紹介も大歓迎です！ 下記のページからどし
どしご応募下さい。お待ちしています！！
Jump
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いでのぶこ
1969年大阪生まれの東京育ち。6年間プログラマーとして勤
めた後、世界一周の旅に出る。約半年のアジアの旅を経てヨー
ロッパに突入。アジアで出会った旅行者宅などを訪問し、パリ
では本誌編集部員の新婚旅行にも飛び入り参加。冬に向かう
西欧で引いたカゼを、現在モロッコで養生中。
Jump

www4.justnet.ne.jp/~nosan/

ラシットくんありがとう
一昨日の朝、私はジブラルタル海峡を渡り

の皮が山と積まれて圧巻です。うっかり階段

ついにアフリカ大陸に初上陸。モロッコのフェ

で滑った私を受け止め、手を引いてくれた彼

ズへとやってきました。ここは「メディナ」と

の態度は紳士そのもの。時計が止まったとい

よばれるこの国最大の古い街があることで有名

えば修理屋に連れていってくれ、現金が足り

です。城壁に囲まれたその街は、細く入り組

なくなったといえば両替に連れていってくれ、

んだ路地が続き、ガイドを雇わずに攻略するこ

あまりの親切さに、彼を疑った自分を恥じる

とはほとんど不可能。迷子を覚悟でメディナ

ぐらい。翌日は手に「ヘンナ」という草の粉

それともメディナはあきらめ

で模様を描いてもらったり、トルコ風蒸し風呂

彼と出会ったのはちょうどそんなとき

「ハマム」へ連れていってもらったり。この「ハ

に踏み込むか？
るか？

マム」は観光用のこぎれいな店と違って、見

でした。
彼の名はラシット。
「日本人の友達が欲しい

ただけで目が破傷風になりそうな環境でした

んだ。タダで案内してあげる」と彼は私を誘い

が、連れてきてもらって文句も言えません。ま

ます。メディナの中に家があるという彼は、周

な板に載ったつもりでぬるりと横になると、風

辺の地理にも詳しそう。危ないひとかも？

不

船のようなお乳を下げたおばさんと、つららを

安が頭をよぎりましたが、危なくなったら逃げ

下げたおばあさんが、寄ってたかって旅の汚れ

ればいいやと、彼についていくことにしたので

を落としてくれました。揺れる風船の下、靴

す。初日は王宮広場にイスラエル人墓地、皮

下のようなアカすり袋で全身をこすられてると

細工の工房を観光しました。14世紀から続い

きの私の胸中、至福といったらよいやらこの世

ているという皮染めの作業場は、ハギたての羊

の終わりと言ったらよいやら。ま、ソレはとも

もらい、受付の前にたどり着いてから、私に払

かく、風船責めとつらら責めが終わったあと

える精一杯のガイド料を渡しました。
「これで

は、なにやらサッパリしたもんです。さて「ハ

満足してくれないなら、モグリのガイドとして

今回のガイド役ラシット。自慢のNikeのジャケットは友達
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ら全速力で走ってきて握手を求められた。

マム」も「ヘンナ」も彼が支払いをしてくれ

通報しなくちゃいけないけど」と言ったら、彼

て、
「いくらだった？」って聞いても、なぜだ

はちょっと悲しそうに、お金を受け取りメディ

か教えてくれません。払ってくれちゃうつもり

ナへと帰って行きました。

なのかしら。でもそのあと彼が「安いよ」って

彼が言ったハマムとヘンナの代金は間違いな

連れていってくれたおみやげ屋は実際にはとっ

くウソですが、振り返って考えると彼は本当に

ても高くて、半畳ぐらいのウールの敷物が３万

私を楽しませてくれ、わざわざ名物料理まで用

円から５万円！

これってコミッション稼ぎを

意してくれました。彼の要求した料金も、2日

する客引きのパターンそっくり。なんか変だ

間のトータルと思えば正規のガイドを超えるよ

な？

うな金額じゃありません。彼は旅行者に、
「地

と思い始めました。そして2日目の晩、

彼の実家で夕食に呼ばれたあとのこと。
「ハマ

元の人と仲良くなって楽しい時を過ごした」っ

ムとヘンナの代金を払うから」って言ったら、

ていう夢を与えて暮らしてるだけだったのかも

彼はなんと、私の泊まってるホテルの9泊分も

しれません。
「警察を呼ぶ」なんて言ってしま

の金額を紙に書いてみせたのです。友達が欲

ったことに、ちょっとだけ胸が痛みます。

気づいて青ざめ

さて、このままアフリカを下るにはちょっと

たけどもう遅い。ここは迷宮のど真ん中。いま

ハードな地域が多いので、一旦ここからヨーロ

逃げ出しても帰り道がわかりません。持ち合わ

ッパに戻り、次回はスペインあたりからお送り

せがないからと、とりあえずホテルまで送って

します。それでは来月、またお会いしましょう！

しいなんてウソだったんだ！

になったツーリストから贈られたものだとか。

サハラ砂漠の手前の町エルラシディアの子供たち。遠くか
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だいよくじょう

ここではまぐまぐスタッフのるっちゃんが気になったメルマガをレビューします！

食卓応援団/今日の夕食、何にする？

許認可申請の達人

マガジンID：0000017525

マガジンID：0000017373

お料理って楽しいですね。でも毎日となると、献立を考
えるのが一苦労です。いつも夕方頃には「今晩のおか
ず、なににしようか…」と頭を悩ませておられるのでは
ないでしょうか？ そんなあなたには、このメールマガ
ジンです。夕食や酒の肴になるような一品料理のレシピ
が毎日届くので、献立のマンネリ化を防ぎたい方、料
理のヒントやアイデアが欲しいという方にはぴったりだ
と思います。うーん。おいしそうだなぁ。私もこれを機
会に、お料理好きになってみようかなぁ。

行政書士の発行者さんが、許認可申請について分析・
解説する情報メールマガジンです。リクエストに応じて
各許認可申請の手引きを解説してくれるなんて、頼も
しいですね。国家資格にはいろいろあります。弁護士・
税理士・弁理士・司法書士・社労士等なども申請の仕
事が多いのですが、行政書士は、なにかの事業を始める
時の申請が多いのが特徴だそうです。また、発行者さん
が試験に合格してから、実際に開業するまでについても
触れておられますので、これからこの資格を取得しよう
とされている方には参考になるのではないでしょうか？

イチコとバカ・ダイエッター達
マガジンID：0000018042

時刻表で遊ぼう！

ダイエットの投稿失敗談を笑い飛ばしながら、美しくな
ることを目指すメールマガジンです。数々の失敗談を読
んでいると、やっぱり無理して痩せてもうまくいかない
みたいですね。でもキレイになりたい一心でつい無茶を
してしまう気持ちはわかる。すごくわかる。やっぱりみ
んな、考えることは一緒だなぁと思いました。私も高校
生の時、お腹が減りすぎて階段から滑り落ちてしまった
ことがあります。それはもう、情けなかったよぉ……。

マガジンID：0000017766

に

行者
発

体当たり！

このメールマガジンは、仮想の旅行プランを立てたりゲ
ームをしながら時刻表を上手に使いこなそうというもの
です。きっぷの買い方にもいろいろな方法があり、賢く
買えば安くなるとのこと。トクトクきっぷやダイヤ改正
など、旬の話題もあります。時刻表って奥が深いなぁ。
実は、私の父と妹も時刻表が好きなのです。特に妹は
すごいです。先日、時刻表を見ながらひとりでニヤニヤ

しているのを目撃してしまったのですが、どうやら乗り
継ぎの時間内に売店へ寄れるかどうか、なにを買おうか
まで考えていたら、ついニヤけてしまったみたいです。

誰もついてこれない分子生物学/
基礎医学知識
マガジンID：0000018186
「難易度妥協なし、日本語、英語、入り乱れ、テーマ
もさまざま。つれづれなるままに書き記した、プロトコ
ールや用語集に…きっと、貴方はついてこれない。
」こ
れが、このメールマガジンの紹介文です。
「ついてこれ
ない」と言い切ってしまうところがすごいですよね。そ
う言われると、逆に気になってしまうのが人情っていう
もんです。試しに読んで見たところ、普段あまり触れる
機会のない難しい言葉がズラっと並んでいました。うー
ん。わからん。でもタメになりそうなことが淡々と書か
れているので、こういうのもおもしろいと思います。
＊タイトル下の数字は、まぐまぐのメールマガジンIDです。
登録はまぐまぐホームページ

Jump

www.mag2.com で！

毎回いろんなメールマガジン作者さんへインタビューを行うコーナーです。
今回のターゲットは、
「ちょっとニュース」の鈴木学さん。

●今回の登場人物
鈴：鈴木学さん。メールマガジン「ちょっとニュース」編集長。
る：まぐまぐスタッフのるっちゃんこと加藤るみ。
ふ：まぐまぐウェブマスターのフッキーこと深水英一郎。

る：ちょっとニュースって、すごく歴史のある

る：いきなり聞いてるやん。

ふ：それ、なかなかいい

鈴：いやね、丸坊主だとね、すごく効率がい
いんですよ。

ですね。
鈴：でもね、
やってるうち

ふ：なるほど。さすが編集長。そういうことにま

に、
投稿するの僕だ

で徹底して効率を追求してるわけですね。

メールマガジンなんだよね。

けになっちゃって。

鈴：そこまで深くは考えてませんけど。

ふ：へぇ、友達少ないんだ。

ったメーリングリストは、1994年12月に

ふ：いやいや、そうに違いありませんよ。

る：そういう問題じゃないでしょ！

はスタートしてるのだからなぁ。

鈴：違うってば。

鈴：で、ほんじゃメーリングリストでやってる

ふ：そうなのだよ。ちょっとニュースの元とな

ふ：怒らんでもええやん。ほめてんのに。

意味がないなってことで、メルマガになっ

る：ところで、ちょっとニュースって、すべて

たんです。そのとき、やっぱり情報を読む

さすが、いまをときめく情報メルマガの編

の記事がすごくコンパクトに収まってます

側からすると、できるだけコンパクトな方

集長、お忙しいんですねー。

よね。たとえば、最初の方のヘッドライン

が便利かなっていうことを考えて、現在の

は必ず1行に収まってるし、スポーツ結果

形にしたんです。

る：今日は編集長である鈴木さんに会うため
に関西国際空港までやって参りました。

ふ：国際線ロビーで待ち合わせなんだけど…
…、あ、いたいた！
る：さすが！

スーツをビシッと着こなして、

かっちょいい！

……でも、なんで丸坊主

やそのほかの記事も3行以内に収まってる。

る：なるほど。

これはやっぱりそういうこだわりがあるの

鈴：でもね、3行以内にあらゆる記事を収める

でしょうか？

ことを毎日やっているせいで、ちょっと問

鈴：そうですね。ちょっとニュースは、僕が情

なんだろ？

題が出てきてて。

報メーリングリストを立ち上げたところか

る：それはなんでしょう？

どうする？ あ、鈴木さん、こんにちはぁ。

ら始まります。みんなが手に入れた情報を

鈴：長い文章が書けなくなった。

鈴：あ、どうも、ちょっとニュースの鈴木です。

そのメーリングリストへ投げることで、情

ふ：それじゃ、国語の成績悪いでしょう。

ふ：なんで丸坊主なんですか？

報共有をしようっていう。

鈴：大人だっての！

ふ：シッ！ 声が大きいよ。本人に聞こえたら
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