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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

Lo

ve

ここでは、みなさまから寄せられた投稿に
ピッタリのホームページをご紹介します。
すべて、本誌の読者さんが作ってます！
！

osusume
イト、それが「スーのいえ」です。ここで
9歳になったばかりの愛娘がインターネッ

もなるように工夫しています。ぜひ、多くの

は、身近なもので押し花アートを楽しむと

トにハマっています。でも、見るページと

方に見てもらいたいと思います。

いうコンセプトのもと、高価な押し花額を

Produced by hitohitoさん

言えばアニメやゲームのサイトばかり。と

自分で手軽に作ったり、風水アートとして

きにはオトナ向けのページをうっかり（？）

作ったりできるように、押し花の作り方を

開いていることもあってビビります。もっ

ていねいに教えています。女の子が自由工

と女の子らしいページを見てほしいのです

作で押し花作品を作れるよう、子供向け押

が……。

し花教室も予定しています。

（32歳・男性の方）

Produced by toshioさん

そんなアナタにオススメ！
Flower & Portrait Portfolio
www2b.biglobe.ne.jp/~h-hito/

名前のとおり、私が撮影した花の写真と女
性ポートレイトのサイトです。一番の特徴
は花のページです。図鑑的にならないで絵
画的イメージの作品になるように撮影して

スーのいえ
www4.ocn.ne.jp/~suzutosh/

ます。また、花の名前はもちろん、花の特

ホームページ作成歴1か月の新米です。押し

徴と撮影場所の地図を付けて撮影ガイドに

花教室と厳選便利サイトを紹介していくサ
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12月号のこのコーナーで、自分と同じ日

ホームページをぜひよろしくお願いします。
Produced by 吉井まきさん

に生まれた有名人を教えてくれるサイト

と、うえの入れ歯を下に、下の入れ歯をう
えに引っ張っているところをビデオにとり、

を紹介していたのを拝見しました。で、

それをインターネットで見られるようにしま

思ったのですが、自分と同姓同名の人を

した。動画で配信している歯科医はまだ数

教えてくれるサイトとかも、実はあったり

が少ないと思いますので、
ぜひご覧ください。
Produced by 廣瀬さん

するのでしょうか？ 私はとても珍しい名
前をしているので
（ここではナイショです）
、
自分と同じ名前の人がいたらお互いの歩
んできた人生とかを語りあいたいです。
（25歳・女性の方）

そんなアナタにオススメ！
同姓同名サーチ
www.eva.hi-ho.ne.jp/ichikawa/samename/

こんにちは。波乗りヤローです。やっぱり

このホームページでは同姓同名さんを検索

オレらにとっては、毎日の波の状態がイチ

でき、掲示板をとおして自分が過去に遭遇

バン気になるところ。サイトで波の情報を

した同姓同名さんとの出合いやエピソード

流しているところもそれなりにあるけど、も

などを話し合えます。
「過去にこんなできご

うちょっと細かくて敏速な対応をしてほし

と、エピソードがあった」
「同姓同名を集め

い。つーわけで、そんなサイトを立ち上げ

てこんなことをしてみたい」など、同姓同

ようと計画中。なんかお手本になるサイト

名さん同士やその知り合いなどで、楽しい

ってありますかね？

投稿＆自薦ホームページを
大募集！
！

（22歳／男性の方）

We Love Internet Peopleでは、み

話し合いができる場所にしたいと考えてい
ます。

Produced by 市川徹さん

なさまからの投稿や自慢のホームペ

そんなアナタにオススメ！

ージを大募集しています！ 下記の宛

風人

て先まで、ふるってご応募ください
ませ！！！

foojin.com

パラグライダーエリアの情報を収集するサイ

im-welove@impress.co.jp

トを立ち上げました。エリア情報はパラグ
ライダースクールの方にご協力いただき、風
速や風向、上昇気流の状態などをパソコン

◎AFTER CARE ◎

またはiモードから簡単に送信できます。ユ

●2000年12月号P.305
「疾走するノンパッケージミュージック」

ーザー登録すれば、よく行くエリアをお気

「OPEN CREATION」の代表者氏名の表記に誤りがありました。

に入りエリアとして登録できます。ぜひ、ご
利用ください！ Produced by 橋本豊さん

誤：相川祐天
正：相川祐典

●2000年12月号P.324
「Trader s Databank」
「オンライントレード取扱商品＆サービス一覧表1」において、

保母である妻は、早くも年末のクリスマ

イー・ウイング証券の取扱商品に誤りがありました。

ス大会に向けて準備中です。門や窓に飾

誤：ミニ株「○」
正：ミニ株「×」

るツリーやリースを手作りでなんとかした

イー・ウイング証券が取り扱っているのは「ミニ株」ではな

いそうなのですが……。言っちゃわるい

く「ポケット株」
（ポケ株）となります。

けど、非常に不細工です（笑）
。
「いかに
も手作り」といった素敵なクリスマスア

●2000年12月号P.341
「月刊ダウンロードガイド」

イテムを提供しているサイトとかがあった

「半透明ウィンドウマネージャ」のURLおよび作者名に誤りが
ありました。

ら、ぜひ紹介してやりたいです。

誤：
正：

そんなアナタにオススメ！
Edoras Ribbon Factory

医療系の企業に勤めています。
もし、
個人

関係者の方々には多大なご迷惑をおかけ
いたしました。お詫びして訂正いたします。

ったら教えてください。
（34歳・男性の方）
s o r r y

超初心者の私がホームページを開設しまし
た。ページの内容は、リボンを使ったクリ
スマス用リースの紹介、受注、アレンジ教
室などです。ホームページはまだまだですが、
リースは自信作！

意気込みだけで作った

futurer.net

Futurer（Tsutomu Ohkura）／フリーソフトウェア

で医療関係の画像を流しているサイトがあ

www20.freeweb.ne.jp/feminine/edoras/

further.net

Further（Tsutomu Ohkura）／フリーソフトウェア

（30歳・男性の方）

そんなアナタにオススメ！
廣瀬歯科医院
homepage2.nifty.com/ireba/

入れ歯をセットする際、入れ歯をはずそう
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