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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!
♪
♪
♪

の誕生日プレゼントにと思い、

ゲームが大流行！

子供から大人までもう

ったばかりのインターネットマ

のバッグを購入しました。でも、モ

まくってたら、うちの母が「これのことかし

ノが到着してビックリ！

ら？」と言って差し出してきた。
「どこにあ

かなり破格

ガジンがない！」と思って探し

だったとは言え、見事な傷みっぷり。結局、

ったの？」って聞いたら「うたた寝すると

お店で新品を買うハメに。

き、枕代わりに使ってたの」だって。勘弁

（25歳・女性の方）

の間、マレーシアに旅行に行ってき

夢中です。宿泊先の一般家庭で、夜中まで

ve

「買

読 者 の 声

ました。いまあちらはインターネット

Lo

母

とあるオークションでヴィトン

こ

We

あちゃ〜。それは災難でしたね。オークションでお買い
物をするときは、なるべく細かいデータを調べてからに
しましょー！ とか当たり前の反応が返ってくるとムカ
ツキますよね（笑）
。
（編）

してくれぃ！

（24歳・女性の方）

わかるな〜、お母さまの気持ち（笑）
。ホ〜ント、イン
ターネットマガジンは大きさも厚さも枕にピッタリ。読
んでよし、アタマを乗せてもよし、まったくおりこうさ
んなんだから（泣）
。
（編）

燃えてしまいました（笑）
。
（36歳・男性の方）
マレーシアだけでなく、韓国などでもインターネットゲ
ームが流行していますよね。アジアのそこここで、夜中
まで目を真っ赤にさせて燃えている人がいると思うと、
なんだかほほえましいですね（←そうか？）
。
（編）

帯電話の着信音をインターネットで

携

毎日のようにダウンロードしています。

でも、これだと自分の着信音が覚えられな
くて困ります。

（16歳・女性の方）

若いなぁ……。
（編）
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も妹も東京でひとり暮らしをしていま

月から某有名私立大学に通うわが息

私

4

iモードで済ませ、大家さんからの信頼も大。

にノートパソコンを買ってやったら、それを

一方私は、忙しくてなかなか振り込みに行

使って毎日、彼女とメールだのICQだのと

けず、滞納することもしばしば。大家にも

……。まったく勉強してくれなくなりまし

す。現代っ子の妹は家賃の支払いを

マークされてるような……。
（28歳・女性の方）
いまや、iモード使うのに現代っ子もなにもないですよ
〜。全然、難しくないから、お姉さんもiモードにして
みては？ でも、お金がないわけじゃないのに滞納しち
ゃうときって、妙にくやしいものですよね。
（編）

子。第1志望の大学に合格したお祝い

たよ。
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（45歳・男性の方）

なるほど。ありがちなパターンですね。でも、最近では
レポート提出をメールでさせる先生も増えていますから、
そのうちお勉強でも使うようになりますよ。はい。
（編）

メール帳
Jump

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

無職 の卒業

www.cam.hi-ho.ne.jp/kasi/

Jump

www1.odn.ne.jp/~caz63250/musyoku/

インターネットに接続できれば、いつでもど

無職という身分を一日も早く卒業するため

こでも自分だけの「メール帳」や「お気に

の総合ガイド。経験者だからわかる内容も

入り」を見られるホームページを作ってみ

りだくさん。

（工藤さん）

ました。結構、便利だと思いますよ。
（damdaさん）

読者の自薦

劇団アンド・エンドレス
Jump

やるときゃやる！の実験場

home9.highway.ne.jp/white-1/

Jump

こんにちは。劇団アンド・エンドレスです。
毎年3回の定期公演のほか、突発的な番外
公演……興がのったらコンサートまでやっ

1970年
全日本フォークジャンボリー写真集
Jump

何となく？作ってしまいました。
（ロードさん）

www1.ocn.ne.jp/~ajfj70/

ちゃってます。ご覧のように、ホームページ

30年前に開催された伝説のコンサート「フ

では過去の作品も公開していますので、ぜ

ォークジャンボリー」のレア写真集！

ひ、のぞきに来てください！！

本のフォークやロックの原点を垣間見れま

（がわさん）

minamilove.hypermart.net

す。フォークファン必見。

日

（Saksiさん）

◎AFTER CARE ◎
●2000年5月号
米国インターネット最先端レポート
「複雑を極める米国の携帯電話事情」
（P.389）
グラフ1において、日本とアメリカの折れ線グラフが逆にな
っていました。

関係者の方には多大なご迷惑をおかけ致しました。
以上、お詫びして訂正致します。

なななんと！

We Love Inernet

1. 自薦ホームページ

します！ 新コーナーも続々登場しま

みなさんご自慢の自作ホームページを読者の
みんなに自慢しよう！

すので、期待して待っていてください

2. インターネット小話

ね。というわけで、さらにパワーアッ
プしたWe Loveでは、みなさんからの

身の回りで起こった、インターネットにまつわ
るさまざまなエピソードを教えてください。

おハガキ＆メールを大募集しちゃいま

3. 編集部への質問

す。下記の内容でピンとくるものがあ
ったら、いますぐ投稿しよう！ 個性豊

編集部がみなさんからの質問にていねいにお
答えします！ なんでもいいから聞いてきて！

かなご意見＆リクエストなどなど、編集

4. 私の災難

部一同、心よりお待ちしています！！

インターネット上で起こったさまざまな災難話
を赤裸々に告白しちゃおう！

Peopleは次号から大幅にリニューアル

応

先

●メールで！

im-welove@impress.co.jp
●ハガキで！
〒102-0075
東京都千代田区三番町20番地
株式会社インプレス
インターネットマガジン編集部 We Love係
※ハガキには1〜 4の番号をお書きください。
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