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皆川雅章会長  

 

 新年おめでとうございます。昨年、EPOC設立30周年を皆様とお祝いしたところですが、

我々の身近な生活において30年あると何ができるでしょう。例えば、子育てを終え、次の

世代の顔を見ることができます。生まれた子供が、学校に通い、就職、結婚して家族を持

つようになるまでが約30年です。振り返ると、あっという間に思えるのですが、そこには

確実に家族の歴史が刻まれています。「始めるのは簡単だが、持続することは難しい」と

よく言われます。 

 EPOCが30年の歴史を刻むことができたのは、人生経験豊かなEPOC会員の皆様がパソコン

の利活用に興味を持ち、個人あるいは会員相互で学びや工夫を積み重ね、いつまでも学び

合う姿勢を失うことなく、時代の変化に対応しながら着実に活動実績を積み重ねてきた結

果にほかなりません。この10年間にインターネット利用のインフラが充実し、タブレット

型PCやスマートフォンなど、モバイル機器が急速に普及しました。インターネット上の情

報サービスも多様になりました。「次の10年の情報社会」はどうなっているでしょうか？ 

 今後も、EPOCが新たな機器や情報サービスを生活の道具として使いこなすための情報交

換・共有の場になっていくことを期待しています。今年も、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  

 

中村義広代表幹事 

 

 新年を迎えて、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

今年は様々なことが予定されています。 

まず、第一に５月には新元号がスタートし、大型連休があります。 

 この新元号になることで、ＩＴ業界では元号を表示させるためのプログラム修正作業が

発生します。また、１０月には消費税が１０％に引き上げられるようです。 

従来は、課税、非課税、不課税の３種類でしたが、今回は加えて軽減税率の適用があり対

応が大変そうです。 

 ＥＰＯＣも３１年目をスタートすることになりました。 

これからも、継続していくために会員相互で切磋琢磨して新しいことにチャレンジし続け

なければならないと思います。様々なプログラムの知識、技術は常に進化を続けるため、

基礎的な本質を理解し、変化に対応していける力を付け、自分が望む必要なことをその都

度学んでいける力を身につける（私の今年の目標）ことだと信じています。 

では、今年１年皆さんと一緒に頑張っていきましょう！ 
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ＥＰＯＣ会員で写真家の上口建作さんより提供の写真をご覧ください。 

上口建作 © 
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Office向け更新パッチに問題発生！・すでに撤回済？！ 

新元号に対応するはずだったパッチ「KB4461627 1月2日に提供が開始されたWindows Up-

dateの新元号対応アップデートの適用で、Excelが強制終了する不具合が各地で発生している。」とあ

る。Excelが起動しなかったり、操作しようとすると強制終了する不具合が発生と云うのだが！ 

前号（えぽっく251号）でオフイスの更新プログラムは安定して

安心とお伝えした所だが、表題の様な不具合が発生してい

た。この「KB4461627」、新元号に対応するためのアップデート 

Excel 2010用の更新プログラム「KB4461627」のほか、「Office 

2010」用 の 更 新 プ ロ グ ラ ム「KB4032217」「KB4032225」

「KB4461616」でも不具合があることが明らかになっている。そ

れらの更新プログラムをインストール後、Excelまたは他のアプ

リケーションで問題が生じる恐れがあるという。（窓の杜 より）  

上口建作 © 
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PowerPoint2016応用」の第２章最初から復

習を兼ねて進め、 

・クイックアクセスツールバーの活用  

・図の活用 

などPowerPointでチラシ作りをする際の要

領を学習しました。２月も引き続き第2章

を学習する予定です。 

尚、2月の活動日は、都合により2月24日

（日）に変更させていただきます。 

 

新しく忍関さんが参加されました 

◎ Excel   表示形式 

 日付、数値などの表示形式を学  習しました 

例： 入力は2019/1/12と打ち込むが、表示は

「１月１２日（土）」のように表示させる 

 講師 猪股 嘉治さん 

★平成３１年１月１２日（土） 13：00～15：00 

情報図書館 

13:00～15：00 

情報図書館 

13：00～17：00 

10:30～15:00 

情報図書館ボラン

ティア活動室 

【学習内容】 

★平成３１年１月２６日（土） 

 講師 小池美津子さん   

【学習内容】 

★平成３１年１月２０日（日）        

講師 小池美津子さん  

 

講師  藤倉 万里子さん     

★平成３1年1月26日（土）参加者： ８名 

情報図書館 

10:15～12:00 

【学習内容】 

昨年11月にGIMPで月めくりカレンダー

を作成しましたが、その仕上げとして

台とリングをつけまし

た。尚、出来上がって

いない人もいますので2

月も引き続き月めくり

カレンダーの仕上げとしました。 

 

 

 

【学習内容】 

猪俣さんがやっていたＥＸＣＥＬ マクロ

＆ＶＢＡの基本技を技術評論社の本を基に

やりました。原本も無料でダウンロ－ド出

来き助かりました。 

★平成31年1月11日（金）  

情報図書館 

13：00～15：00 

【学習内容】 

「Excel2016基礎」テキストをもとに、復

讐を兼ねて第４章から始めて、ｐ120まで

進みました。  

次回は、その続きを学習したいと思いま

す。 
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色紙サイズに書き初めを行いました。 

途中白紙にフォントが表示されずに悪戦苦

闘でしたが、メンバーさんの機転で問題解

決(^O^) 感謝！ フォトショップCCはほん

とに難しいです。 

印刷は自宅対応ですので、美しく仕上げ額

装 して飾ってください。 

 

 

「Lesson 11 表をつくろう」「Lesson 12 表を

編集しよう」で表の操作のいろいろを学習しまし

た。また、このパートでは⼊⼒済みの⽂字列データ

をそのまま表形式にする方法も紹介しました。 

「Lesson  13 文字のデザインをしよう」では告知用

チラシの演習問題を使い編集しました。次回は続き

でテキストボックスを挿入したり、図形や画像を入れ

て完成させます。 

  

 

 

前回は「Lesson 13 文字のデザインをしよう」の

途中まで進みましたが、復習として最初から学習

し、「Lesson 14 図形でデザインしよう」で図形

や画像の挿入をして完成させました。 

次回は「Lesson 15 名刺を作ろう」ではラベルの

テンプレートを使って⾃分⽤の名刺を作ります。 

用紙はこちらで用意しておきますのでデザインイ

メージを考えておいてください。  

★平成31年1月24日（金） 

情報図書館 

10:15～15：15 

講師  竹内 秀機さん    参加者：8名 

【学習内容】 

★平成３１年 １月12日 (土)  

情報図書館 

10:15～12:00 

★平成３１年１月９日（水） 

講師  藤倉 万里子さん    参加者：8名    

メンバーの交流会を行いました。 

EPOC30周年文化祭への取り組み

や日頃の部会活動、パソコンにつ

いての疑問点などを話し合って、

食事をしながらの有意義な時間を

過ごしました。 

江別市とその近郊にお住まいの方で、パソコンの得意な方・おぼえたい方・興味のある方を 募集しています。  

ＥＰＯＣではワードやエクセルをはじめ 写真や画像の処理、データの作成などを学びあっています。  

興味のある方は、下記までご連絡ください。詳しくご案内いたします。 

         
お問い合わせ先

  
入会ご案内等はこちら！

  

 
 

E
メール：

info@e-epoc.jp    
電話：

090-9524-8192EPOC
                           

 
 代表幹事：中村義広 または 

 
情報図書館まで 

大麻公民館 

13：00～15：00 

午後の部 13:15～15:15： 5名 

午前の部 10:15～12:15： 7名 
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6日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

8日 （金） 13:00～15:00 シニア部会・情報図書PC学習室 

9日 （土） 

10:15～12：00 DCE部会・情報図書館PC学習室 写真・画像の学習 

13:00～17：00 Office部会・情報図書館PC学習室  

 10日 （日）   13:00～16:00 

市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

写真ソフト（画像編集）講座 

17日 （日） 10:30～15:00 

アーカイブ習会・情報図書館ボランティア活動室   

PowerPoint2016 の学習         

22日 （金） 10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室 Word2016便利技 

10:15～12：15 13:15～15:15 の2回   

23日 （土） 

10:15～1200 ハッピー部会・情報図書館PC学習室 「GIMP（ギンプ）」の学習 

13:00～1５:00 サムディ部会・情報図書館PC学習室 Excel2016基礎 

6日 （水） 
13:00～16:00 

エポア部会・大麻えぽあ会場 

８日 （金） 13:00～16:00 シニア部会・情報図書館PC学習室 

9日 （土）  

10：15～12：００ DCE部会・情報図書館PC学習室 写真・画像の学習 

13:00～15：00 
Office部会・情報図書館PC学習室 

10日（日） 13:00～16:00 

市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

PowerPointの基本を覚えよう 

22日（金）  10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室 Word2016便利技 

   10:15～12:00     13:15～15:15   の2回 

10：15～12：00 

ハッピー部会・情報図書館PC学習室 「GIMP（ギンプ）」の学習 

13:00～15：00 サムディ・情報図書館PC学習室 Excel2016基礎(休み） 

24日（日）  10：30～15:00 
アーカイブ習会・情報図書館ボランティア活動室 

23日（土）  



江別パソコン利用研究会 
会報「えぽっく」

 第２５２ 新春の号                     h�p://e-epoc.jp/

－ 7 － 

 

フォトム－ビ－を活用しよう 

フォトステージＮＣＨの操作方法 

■１ 新しいアルバムを追加します （文字は１０文字以内） 

■２ アルバムを開きます 

■３ 動画にしたい写真をパネルに配置します  

■４ 写真の表示にアクションをつけます。 エフェクトで色々操作ができます。 

次頁へ 

フォトムービーが簡単に作れるPhotoStage NCH So"wareという家庭利用無料のソフト！ 

PhotoStage NCH So"ware
は、簡単な画面操作で、順を追っていけば短時間でフォト 

 ムービーが出来上がります。 一度挑戦してみてください！
 

■フォトムービーとは「写真で作った映画」という意味で写真・静止画をソースと  

  して作成した動画の総称である。 

■感動かんたん ウエディングフォツトムービー結婚式おまかせパックでは写真と 

 スタイル（演出効果）を選ぶだけで,自動でスライドスライドショウ／フォトム－ 

 ビ－が完成。 

■おまかせフォトムービーではイベントや写真にマッチした演出スタイルを選ぶだ 

  けで、自動でフォトムービーを演出してくれます。  

 お子様の誕生日会や運動会なら可愛らしく、家族旅行ならワイワイ楽しげに 

  結婚式ならより感動的に多彩なスタイルであなただけのスタイルであなただけ 

   

 

 会員で知人の紹介です。パソコンは以前から使用しているが、各部会に

参加し、学習を深めたいと思います。 

 知り合いよりＥＰＯＣの存在を知り、特に写真データの扱いを学びた

い他にパソコンの知識を高める為、各部会に積極的に参加したいと思っています。 

岩淵 正彦さん 男性 江別市野幌東町 

加納 賢二さん 男性 厚別区厚別北 

忍関 道子さん 女性 大麻高町 

吉 茂さん  男性 野幌代々木町 

                   猪股善治さん髙橋晃さんにパソコンの話をした所もう一度勉強

しなさいと言われ再度お世話になることになる事に。８４歳の高齢ですがご指導宜しくお願いします 
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本年は私的な事ですが、私も年男になり満８4歳になりま

す。その間色々な方と多数知り合いになり、私の貴重な

財産となりました。又地域に存在する色々な会にも参加さ

せて頂き、色々勉強になりました。ＥＰＯＣもその一環とし

て、今後益々発展すべく、地道に一歩一歩突き進んで行

きましょう。                  （髙橋 晃 記） 

第252・

 

前頁より 

■５写真領域にフレームを付けて装飾します 

■６写真領域を選択した色で塗りつぶす 

■７動画を出力する 

■８アルバムを保存します 

■９写真編集で写真のスタイルを色々変えられる 

（完 成） 

■１０名前を付けて保存（例 野幌）等 

PhotoStage NCH So"ware
（

nchso"ware.com)
は、オーストラリアのキャンベラに拠

点を置くソフト会社です。ソフトのダウンロードは、「窓の杜」等をご利用ください。
 


