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年の瀬も迫り、雪の便りも きのう今日と… ほぼ一日中PCの囚われ人で過ごしている我が身も、この頃に

なると流石にPCを見るのも嫌になる。 空を仰いで、閑話休題… 

このひと月余りの出来事を思い起こしてみた。 

 

 「悠紀殿供饌（きょうせん）の儀」のため、御祭服を着て大嘗宮の悠紀殿に向かわれる天皇陛下。 かがり

火の中、白の装束に身を包んだ天皇陛下の姿がほのかに浮かぶ。皇居・東御苑で幻想的な雰囲気の中、

厳かに行われた大嘗祭。天皇一世に一度の儀式。 

不連続の連続 大嘗祭。 

 

 来日中のフランシスコ・ローマ教皇、被爆地の長崎・広島両市を訪問。長崎では「核兵器や大量破壊兵器

を所有することは、平和と安定の望みへの最良の答えではない」と核兵器廃絶を求めるメッセージ。広島で

も「戦争に原子力を使用するのは犯罪だ」と訴えた。 

 フランシスコ・ローマ教皇が、唯一の戦争被爆国、日本を訪れ核兵器廃絶を訴えた背景は、核軍縮が進ま

ない世界に警鐘を鳴らす狙い。バチカン（ローマ教皇庁）は、他国の核兵器に対する抑止目的でも核兵器を

保有すべきではないと訴えてきた。教皇が願う「核兵器なき世界」の実現は遠い。 

 

 「ＤＳＥＩ ＪＡＰＡＮ」の名称で、防衛装備品や武器の国際的な見本市が１８日から２０日まで、幕張メッセ（千

葉市）で開催された。日英政府が協力し、防衛省や経済産業省などが後援。ＤＳＥＩは世界最大級の武器見

本市。日本では初の開催となった。防衛省幹部は「日本の防衛産業の技術力を情報発信する場になる」と

話す。武器商人ＪＡＰＡＮ！ 

 

 香港で行われた区議会（地方議会）選挙は開票結果が確定し、民主派は歴史的な勝利を収めた。改選前

に議席の約７割を占めていた親中派は大敗した。１９９７年の中国への返還後、民主派が過半数を取った

のは初めて。 

 逃亡犯条例改正案に端を発した６月の大規模デモ以降、初の全土的な選挙となり、選挙に対する香港市

民の関心の高さを示した。 

 民主派の圧勝は、６月以降の反政府抗議活動が市民から支持を得ていることを裏付けると同時に、香港

政府と背後の中国政府の強硬姿勢を拒否する民意を明確にした。 

中国の習近平政権はメンツを失った格好で、香港政策の抜本的な練り直しを迫られそうだ。 

 

他にも「日韓」のこじれ具合は言わずもがな、世間の凶悪事件も多々あり、桜の花見も色あせる。 

  私は、貝の様になって、またゾロPCに向かう・・・  「来年こそ、よいお年を (^O^) 」 
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文化祭を終えて江別パソコン利用研究会 会長： 岡村 繁美 

今年のEPOC文化祭は、令和最初の開催にふさわしいものにしたいとの思いをもって、

「幹事会」の皆さんが連日、講演会・展示・実演等の企画内容を検討し、「学ぶ・楽

しむ」満載の文化祭となりました。 

 また、案内情報提供にも意を用いた結果、初めての方や親子連れの来場者にも楽し

んでいただき、盛会裏に終えることができました。 

これまでも日々の取組みの成果を外部に向けて発信する試みを目指してきましたが、

北海道新聞支局長さんにも足を運んでいただき、文化祭の様子やEPOCの歩みについて

も紙面掲載いただき発信してくれたことは、今後の新会員の拡大や新たな活動領域で

の可能性が期待できるものとなりました。 

 文化祭開催にご協力いただきました関係各位の皆様に心から御礼申し上げます。 

 新しい年が、皆様にとって輝かしい年でありますよう祈念いたします。 
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「2019年EPOC文化祭 にぎやかに開かれました～！」 

文化祭に参加 くださいました 皆様 お疲れさまでした。 

今年の文化祭 熱かったですね～♪   楽しかったですね～～♪ 

当日は、 新しい仲間も増えました～～♪ （各部会に参加されましたら、皆さま よろしくお願いいたしま～す�） 

今年の特別講演は、「docomo野幌店」の方3名の方々による「LINE アプリの使い方」の講習でした。 

「まんまる新聞」に掲載されたこともあり、一般の方々も多く参加頂き用意していた資料もすべて配布し、最後

の方々にはお渡しできない状態でした。（嬉しい悲鳴でした） 

LINE講習 が終わった後はデモ展示室に移動。グル～っと、回って デモ展示室での様子をご紹介。 

＊ 左から「編集部主催の施設訪問の活動紹介」 ⇐   色々な所に行きました。来年も楽しみです。 

＊ 次は「ハッピイ部会のワードアート作品」  ⇐   パソコンでこんなに素敵に出来るの～～♪ 

＊ その下のテーブルには、サムデイの皆さまの「ペイントアート」⇐   凄いです。 

＊ 続けて「エポア部会」   ⇐   力作です。じっくりご覧頂きました。 

＊ そして角を曲がって、こちらも素晴らしい「DCE部会の夢の様な皆さんの作品達」 

＊ 廊下にも素晴らしい「DCE部会の皆さんの作品」を展示、お客様を素敵なアート作品でお出迎え ！！ 

＊ 中央と向かいのテーブルでは、Office部会の「プリクラとカレンダー」が大好評 ！ 用紙が足りなくなる程。 

＊ その隣は、サムデイの「ペイントでお絵描き」コーナー  
⇐

  来場者がパソコンで絵を描くことに挑戦。 

＊ その上の側面の壁には、「へー！ 凄いねー！よくこんな写真撮れるわね～！」と、見惚れる写真がずらり
 ！！ 

＊ さらにその隣では、「Office部会 力作の３Dプリンターによる実演と作品展示」⇐  目を引いていました。 

＊ 正面では、新バージョンの「占いコーナー」 ⇐   占いに大忙しでした。 

    占っていただいた 皆さま 当たっていましたか ？ （当たるも八卦！当たらぬも八卦！） 

＊  そして、記録係による「各部会の活動紹介」のビデオの放映  ⇐  新入会員の参考になったことでしょう。 

都合が悪く、文化祭にお越し頂けなかった皆さま 少しでも 様子が見えたでしょうか ？ 

来年は、是非！ 是非！ ご一緒ください。 

文化祭を終えて  代表幹事：小池美津子  
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今回は、「PowerPoint2016応用」テキストの第6章の最初から学習しました。Word・Excel等でもお

馴染みの「検索・置換」機能の確認からおこない、スライドを作成している時に「文字」の変更や

間違いがある場合に一文字ずつ探すのは大変！ でも その苦労も「検索や置換」を利用すると

一瞬で変更できる事や、その他、「コメント」機能の様々な操作方法について、あるいは「他のプ

レゼンテーションを比較する」機能を活用するなど、校閲の様々な方法を学習し、 第6章 練習問

題まで進みました。 

次回は、2020年1月19日（日）ボランティア室で 第7章から進む予定です。  

★令和元年１１月２３日（土） 【学習内容】  データベース機能の確認 

 講師 小池 美津子さん  情報図書館ＰＣ学習室  １3:00～16：00 

講師 小池 美津子さん 情報図書館ボランティア活動室 10:30～15:00 

 

講師  藤倉 万里子さん 情報図書館ＰＣ学習室  10:15～12:00 

 年の最後にＧＩＭＰで年賀状を作成。一応基本的なこと、風景画像を取り込んで文字イ

ラスト、ネズミの画像等を入れました。後は自分なりの画像で作成してください。 

 

 Excel 

決まった曜日の連続表示 ◎ 木曜日を連続表示、第二第四（土）の連続表示 

１２月はお休みとします、次回は１月１１日です 

講師 猪股 嘉治さん  情報図書館ＰＣ学習室  13：00～17：00 

★令和元年１１月１７日（日）  【学習内容】PowerPointによるプレゼンテーション資料の作成 

★令和元年１１月９日（土） 【学習内容】  Excel 

★令和元年１１月２３日（土） 【学習内容】  ＧＩＭＰ 

・データベース用の表を作るときの注意点・色々な条件を屈指して、データを並べ替える方法・セ

ルの色を条件に並べ替える方法   等々 今回は、並べ替えの注意点や覚えておくこと 等 ｐ208

まで進みました。文化祭の時にメンバーになられた「黒瀬さん」「石川さん」も参加されました。良

かったです～～♪尚 欠席の方には、後程 「私が気入っている使い方」シリーズのファイルをお

送りします。試してみてください。 判らないところは連絡してくださいね。 

 

毎月第2金曜日行われていた「シニア部会」は、幹事会の承認を受け、懸案の新入会員さん

や、（自称）初心者の方々のフォローアップ体制へとリニュアールしました。 

それに伴い、名称を （シニア部会）から （チャレンジ部）へと変

更しました。内容はこれから詰められ、PCに関し皆様の要望に沿って進めてまいります。 

世話人  高橋 晃さん  情報図書館ＰＣ学習室  13：00～15：00 

★令和元年１１月８日（金） 【学習内容】  チャレンジ部 第1回 例会 
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学習内容も、Word、Excel、GIMPそして画像の加工等と参加者一人ひとりのニーズに合わ

せた学習をしています。質問があれば、その都度対応します。会員同士も和気藹々とした

楽しい部会です。 

 

文化祭お疲れ様でした。 とても良い掲示が出来て良かったです(^O^) 

DCEの自由な創作と云うのは、やや重いテーマでしたが、結果、メンバーさん力作で、盛り上っ

ていました！ 

11月のDCE例会は、文化祭の直後ですので、自習としました。皆さんは、前回の続きや、フリー

のテーマを履修して下さいました。 

次回以降～次年度のDCEのテーマ（メインとなるもの）を、これから皆さんと考えて行きたいと思

います。DCEの新しいものへ繋げて行けたら良いと思います。  

講師  竹内 秀機さん  情報図書館ＰＣ学習室  10：00～12:00 

講師  藤倉 万里子さん  大麻公民館  13：00～15：00 

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    
 

EPOC
代表幹事：小池美津子  

          または 
 
情報図書館まで 

午後の部 13:15～15:15 8名 

★令和元年１１月６日（水） 【学習内容】  会員の持っているソフトの使い方とニーズ対応 

★令和元年１１月９日（土） 【学習内容】  自  習 

午前の部 10:15～12:15 11名 

 講師 矢萩 巽さん  情報図書館ＰＣ学習室 10:15～15：15 

★令和元年１１月２２日（金） 【学習内容】 万年カレンダー仕様の予定表をつくる  

午前の部 

｢万年カレンダー仕様の予定表」は全員が完成とはいきませんでした。次回は完成させ自分用

にアレンジした予定表をつくりたいと思います。予定していた関数の機能と使い方については

次回にします。出来なかった方は手順とおり進め、完成したものを次回見せてください。 

午後の部   

   それぞれの場面で使用している関数の機能と使い方も学習しましたので、仕組みについ

て理解できたことと思います。 参照方式で、相対参照、絶対参照（列絶対参照・行絶対参照）

についても学習しました。 新入会員の眞田さんが参加されました。 
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8日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

10日 （金） 13:00～15:00 チャレンジ部・情報図書PC学習室 

11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  

12日 （日）   13:00～16:00 

市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

Excel超初級 

19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         

24日 （金） 10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室「 生活に役立つ

Office・Webの活用講座」 

①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回   

25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」

の学習 

4日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

８日 （日） 13:00～16:00 

市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

Excel初級 

13日（金） チャレンジ部・休講 次回は1月10日 （金）13:00～15:00 

14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 

Office部会・休講 次回は1月11日 （土）13:00～17：00 

22日（日） アーカイブ部会休講 次回は1月19日 （日）13:00～16:00 

27日（金）  

学習部会・休講 

次回は1月24日 （金） 

①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 

ハッピー部会休講 次回は1月25日 （土）10:15～1200 

サムディ部会休講 次回は1月25日 （土）13:00～1５:00 

28日（土）   

 令和元年も祝賀ムードに包まれて過ぎてゆき、 

       そして記録に挑戦するオリンピックの年を迎えます。 

EPOC会員も気持を新たに、チャレンジの年として各講座に取り組みませんか。 
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2019年10月以降の入会された方々を紹介します 

氏 名  独り言 

亀井俊介さん 

江別市大麻東町 

・PCを操作して解らないこと

を聞いたり、教えてもらいた

い。 

・アーカイブ部会に参加し

石川光男さん 

江別市 

野幌若葉町 

・ウィンドウズ１０の学習 

・Excelにも興味あり 

二川原登さん 

江別市東野幌町 

・パワーポイントに興味ある 

・部会全般に参加してやりた

いことを見つける 

眞田健一さん 

江別市元江別 

・部会に参加したが、全くつ

いて行けなかった（途中参加

は難しいと思う） 

氏 名  独り言 

勝木セツ子さん 

 

江別市大麻新町 

市民講習会受講後入会 

・PCに入っている写真を整理

したい 

・EPOCのことがよくわからな

い。 

・したいことが漠然としてい

る 

山崎礼子さん 

江別市角山 

市民講習会受講後入会 

受講後、年賀状を作成したと

のこと。 

・どれかの部会に参加した

い。 

黒瀬法男さん 

札幌市厚別区 

まんまる新聞をみて入会 

・各部会に参加してみたが 

ついて行くのが大変 

・続けたい 

入会動機について、聞きました。 

 ・新聞を見た：道新、まんまる新聞（3人） 

 ・市民講習会に参加して(2名） 

 ・EPOC会報をみて(1名） 
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今年は、｢文化祭」が変わりました。新聞掲載、ポスター掲示場

所の拡大等「広報」の工夫です。編集部として幹事会に出席す

る機会をえたが、その際に、ＥＰＯＣの趣旨方針にそいプログ

ラム構成の議論を重ね、修正し、そのための準備を進めていく

経緯も見聞。会長や幹事一同の熱意に感動し、そして、イベン

トづくりの大変さを実感しました。 

当日は120余名の参加があり、人の輪があちこちに出来て盛り上

がりを見せました。ＥＰＯＣ全員の熱い想いが形になった一日

でした。令和2年、何かにチャレンジしてみましょう！！ (f.s)  

 

h�p://e-epoc.jp/wp/
 

小池 美津子 

「会報えぽつく」
第257

旅行紀行、写真、作品、質問等 貴方のお便りをお待ちしてい

ます。ご活用下さいメールアドレス：  

お便り&オフミーティングこぼれ話しで綴ります。 

文化祭会場から 

11月3日｢文化祭」会場の一角「エポア部会」コーナーで、 

｢人生を楽しみましょう」の掲示が目を引きました。作成者は｢目

黒和男さん」・・・早速インタビューしました。 

・入会はよほど前とか‥知っている顔もいるよ。懐かしい。知ら

ない顔も多くなったよ。 

・今日は、
この紙｢人生を楽しみましょう」を貼ろうとおもってき

たよ。前に書いたものだけれど、見てくれたら嬉しいからね。 

・人生80では終わらない時代さ。健康で長生きするには、無理し

ないボランティア活動だね。等、身振り手振りで応じてくれる。

歯切れの良い会話が続く・・・ 

国道12号線に北翔大学、札幌学院大学前のバス停

があるが、バス停の国道沿い70メートルほどに、毎

年、コスモスの種を蒔き育てて、道行く人に、可憐な

花が咲き風になびく風情を目に留めて戴ければ、私

も元気付けられ、来年もと夢膨らみます。    

 

国道12号線  北翔大学バス停 

加齢とともに脳の衰え、動きも鈍くなり、パソコンも

覚えるよりも文章の入力程度になり、月に一度の

シニア部会の活動も欠席がちです。自宅近くの小

学校の沿道沿いに咲くチュゥリップの花周りの草取

りなど、年老いても無理をしない程度の手作業は、

健康のために良いようです。  

  文京台小学校 花壇 


