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 穏やかな新年をお迎えになられたことと思います。各部会では新年最初の学習も始まり、楽しいこと・嬉し

いこと探しのスタートです。今年は東京五輪・パラリンピックが開催され、世界の人々が訪れ平和のスポーツ

祭典として期待と楽しみにしている矢先、新型肺炎ウイルスの感染拡大の影響が心配されています。 

 ２０２０年代のスタートにあたり、混迷を続ける世界と日本。各国のリーダーが自己都合を優先した行動を強

め、対立と分断が広がっています。自分に近い人とだけ同調するのではなく、多様性を理解し協調の力を醸

成する意識と行動が国にも個人にも求められています。 我らがエポックは、「明るく！陽気に♪心豊かに?」学

び合いましょう。 

今年度も、日々の取組みの成果を外部に向けて発信する試みや、会員拡大と組織基盤充実の取り組みに

も挑戦していきますので、幹事の方々をはじめ、会員の皆様にもご理解とご協力をお願いいたします。 

 会員皆様が健康な日々を過ごされ、会員相互の交流がさらに発展していくことを願っております。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。            岡村 繁美   

 年頭のご挨拶   江別パソコン利用研究会 会長  岡村 繁美 

           代表幹事     小池 美津子 

  早いもので2020年も1か月が経とうとしています。年々 時の経過が早くなっているような気がしま

す・・・！  雪の少ない冬！例年にも増して穏やかな1月！ 逆に怖ささえ感じてしまっているのは私

だけでしょうか？ 
 

 私は、「2020年の目標」の中の一つに、30年くらい滑っていなかった歩くスキーをまた始めよう。と

思っていました。天気の良い日 さぁ～何周滑ろうかなぁ～などと、呑気なことを考えながらウキウキ

と勇んで飛鳥山へGO＝＝ ！  板を履いてみると、え？ なんか変！なんかおかしい ！ 甘かった～！ ス

キーをする前に体力づくりが先でした。 これはスポーツに限らない事ですが、つくづく 基礎が一番

大事と、反省するばかりです。 
 

 ＥＰＯＣには新しい仲間が今年も入られ、そして、サポートしてくれる親切な諸先輩たちがいっぱい

いらっしゃいます。 
 

 みんなで パソコンの基礎からじっくり「亀の歩み」で一歩ずつ一緒に学んで行きませんか？ 脳は何

歳になっても成長するとの事 ！ みんなで楽しく成長していきましょう。  
 

ちなみにファイルを開くとき、「ダブルクリックですか？クリックですか？」と、聞かれることがあります

が、Microsoftの標準の設定では「シングルクリック」で選択し、「ダブルクリック」で開いたり起動した

りするようになっています。そんな、基本的なことから一緒に確認して、脳を活性化していけたら良

いな～と思っています。 

  皆さま 今年も 楽しくお付き合いくださいませ。                           小池 美津子 
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 ・プレゼンテーションの作成時テンプレートを利用することで効率よく統一感のあるものができる 
 ・プレゼンテーションにプロパティの設定の仕方とその活用の仕方 
 ・プレゼンテーションの問題点をチェックするドキュメント検査の仕方 
 ・保存時にパスワードを設定して保存する方法また、そのパスワードを取り消す方法 
 ・最終版にする方法やプレゼンテーションパックの作り方 
 ・PDFファイルとして保存する方法等を学習しp261まで進みました 
 ・次回は「第7章練習問題」「総合問題」から進める予定ます。よろしくお願いいたします。 

★令和2年1月25日（土） 【学習内容】「Excel2016基礎」の第8章の復習から学習しました  

 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 

 

  Excel       ホームのスタイルを削除して、そこに描画を入れてみました。 

 

講師 猪股 嘉治さん  情報図書館ＰＣ学習室  13：00～17：00 

★令和2年1月19日（日）  【学習内容】「PowerPoint応用」の第7章便利な機能から学習しました 

★令和2年1月11日（土） 【学習内容】  Excel リボンのカスタマイズ  

★令和2年1月25日（土） 【学習内容】 GIMPで2枚の絵の合体と Wordで風景画を描く学習   

データベースの並べ替えで ・昇順 降順について ・日本語の並べ替えについて ・複数キーに     
 よる並べ替え等々を再確認、 
引き続きp209からの抽出機能の確認を行いp217まで進みました。 
色々な抽出の仕方があり、戸惑うかもしれませんが、何度も行って慣れていきましょう。 
その後、用意してあった練習問題を行いました。 

 

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 から へと変更しました。 

世話人  高橋 晃さん  情報図書館ＰＣ学習室  13：00～15：00 

★令和2年1月10日（金） 【学習内容】  チャレンジ部 第1回 例会 

・GIMPのレイヤーマスクを使って2枚の画像を合体しました。 
・Wordで図形を使ってやさしい風景を描いてみました。 
・ワードではこれからもいろいろな描画をしてみたいですね。 
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新年最初の学習になりますので、書き初めを実行しました。Wordで縦書き筆文字の四文字熟語
を中心に描きあげました。メンバーさんの納得の力作が次々と生まれました。 

その一部でも発表できるように考えます。 （今号に一部掲載させていただきました：編集部） 

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 

★令和2年1月8 日（水） 【学習内容】  例会を兼ねた新年会を催しました 

★令和2年1月11日（土） 【学習内容】  書き初めを実行する 

 講師 矢萩 巽さん  情報図書館ＰＣ学習室 10:15～15：15 

★令和２年１月24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 10:15～12:15 7名 

｢万年カレンダー仕様の予定表」で使用している7つの関数について学習しました。月末の3日
間（29・30・31日）を小の月、大の月に表示/非表示させるため「DAY」及び「DATE」関数、祝日
名を表示するVLOOKUP関数等…その後「慶弔記録＆年回忌表」の記入方法と年回忌表作成
のための関数について学習しました。 新会員の二川原さんが参加されました。 

午後の部 13:15～15:15 6名 

「慶弔記録＆年回忌表」の記入方法と年回忌表を作成しました。命日から数えて四十九日が何
月何日になるか、DAY関数やYEAR関数を操作して自動表示させる方法を学習しました。 

初春の膳をかこみ例会を兼ねて新年会を催しました。 

それぞれに新しい年に向けての抱負をかたり、計画を話し合い、美味しいご馳走を食べながら

の楽しい時間になりました。 

 

新入会員さんです！ 共に仲良く進みましょう ！ 

氏  名 新入会員さんのコメント 

加藤紀子さん 

江別市上江別東町 
・情報図書館初心者パソコン教室受講後、もっといろいろ覚えこれから

の生活に、生かしていきたいと思います 

山口すみ子さん 

江別市大麻園町 ・PCの基礎を知りたいと思いました 

北谷征子さん 

江別市野幌若葉町 
・仕事に活かす表計算や決算表を作成したいと思います 
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５日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

８日（土）        

10:15～12：00  
DCE部会・情報図書館PC学習室  

「写真ソフトによる画像の編集」講座 

13:00～17：00 
Office部会・情報図書館PC学習室  

「Excelのフラシュフイル機能について」の学習 

９日 （日） 13:00～16:00 
市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

「Power Pointの基本操作を覚えよう」 

14日（金）  13:00～1５:00 チャレンジ部・情報図書館PC学習室 

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」 
22日（土）     

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 

23日（日） 10:15～15:00 

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室 （今回から教室が変
更になりました） 

「Power Point2016（応用編）」の学習 

28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 

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  

「画像ソフトを使って画像編集」 

13日（金）  13:00～1５:00 チャレンジ部・情報図書館PC学習室 

14日（土）      

10:15～1200 
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  

会員の要望により課題を決定する 

27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 

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 
28日（土）      

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 

29日（日） 10:15～15:00 

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室  

「①10:15～12：00  Power Point2016（基礎編）」 

「②13:00～15：00  Word2016(基礎編）」の２講座 

アーカイブ部会から受講日と場所の変更のお知らせ 

 2月から受講日は毎月第四週の日曜日、教室は情報図書館２階コンピ 

 ユータ学習室になります 
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ＥＰＯＣのチャレンジ紹介♪ 

EPOC（江別パソコン利用研究会)のパソコン利用の活動として、２つの初心者向け学習会

が開催されています。  このチャレンジについてご紹介いたします。 

 目   標：EPOCの様々な部活動参加への、ステップアップとして、 

パソコンの基礎を習得する事を目指しています。 

対 象 者：新しくEPOCに入会された方 や 基本的なことを学びたい方 

学習場所：江別市社会福祉センター（江別市錦町14-87  電話011-385-1234） 

学習期間：3ケ月から6ケ月（希望者は、それ以降も参加可能ですがカリキュラムは繰り返しです。） 

※なお最初に学習のためのテキスト代をご負担いただいております。 

●学習会名：「初級入門 午前学習会」 

日時：午前部会  10時から12時まで  第一・第三  土曜日 

講師：小池先生（アーカイブ部会でPowerPointを、サムデイ部会でExcelを指導） 

● 学習会名：「初級入門 午後学習会」 

日時：午後部会  13時から16時まで  日程は随時お知らせします 

講師：矢萩先生（学習部会でOfficeやWebを使った実用例を指導） 

● 受講等問合先：ｅーメール  http://e-epoc.jp/wp/   EPOC代表幹事  小池 美津子  
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。 

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 

社会福祉センター 

https://youtu.be/OqzigrqK6YY
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 令和二年に入った途端、新型コロナウイルスによる肺炎

の脅威に直面しました。皆さんはご無事と思いますが如

何？今後とも感染しない様、注意して行きましょう。 

 当会も、二月までに３名がご入会され嬉しい限りです。 

編集部は皆さんと共に「会報」の充実に努力して行きます

ので、ご要望がございましたらどんどんご提案して下さる

様、よろしくお願いします。 

http://e-epoc.jp/wp/ 

小池 美津子 

 

「会報えぽつく」第258

旅行紀行、写真、作品、質問等を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：  

 

 

 

私の趣味は唯一 ｢フライフィッシング」だけです 
黒瀬 法男さんは、令和元年10月
に入会され、数部会に参加されて
ます。 

黒瀬法男さんの独り言  

２０年前に横浜から京極町のダム現場へ着任し、１０年間働

いたが、それは羊蹄山の麓に流れる清流･渓流の宝庫環境

で趣味人にとっては天国のような日々だった。 

３０歳で｢フライフィッシング」にはまり、ニジマスを追いかけア

メリカ、カナダ、中南米、シベリア等へ遠征した･･･。この先

も、余 生 の 続 く ま で ニ ジ マ ス を 追 い 続 け て 行 き た い。          

パソコンの勉強も頑張りたいです！ 

！ 

お便り&オフミーティングこぼれ話しで綴ります。 

mailto:epoc.e.one@gmail.com?subject=オフミこーなーへ

