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    自粛生活期間どんな時間を過ごされましたか。予定していた会員参加での総会も

中止せざるを得なく、異例のネット総会とさせていただきました。部活動も自宅での

自習活動となりましたが、やっと休業要請も解除されましたので、体内時計のリズム

を整えながらＥＰＯＣの活動も再開したいと思います。 

 

    活動拠点会場が使えなくなった時の活動の仕方等の課題が突きつけられた気がし

ます。ＥＰＯＣだから出来ること、やらなければならないことの課題を共有し、今ま

で気が付かなかったことなど、自習活動での成果を楽しみにしています。 

 

  各部会の新年度における取組の方針も各部会世話役から提案され、子どもたちを対

象とした部会も新たに発足する等、各部会の更なる挑戦に期待しています。 

  さあ～自宅から飛び出そう、新緑も深まり花々の色合い競い合う中で感性を磨きパ

ソコンに語り掛けよう「これからも身勝手な私をよろしく！」と、 今年は、文化祭

まで時間がありませんが、役員の皆様と会員一同の絆が強まる活動を目指していきま

すので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

ＥＰＯＣ

ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）  会長：  

   新たな気持ちでスタートしよう。 
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  ２０２０年度 異例のＥＰＯＣ総会について 

ＥＰＯＣ  代表幹事  小池  美津子     

  今年に入って新型コロナウイルスの恐怖に苛まれています。  

2月の札幌雪祭りには、「くれぐれも近づかない様に！」が家族の合言葉になっていました。 

あれから自粛生活が始まり、 もうー 今年の折り返し月になろうとしています。 

  ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）が設立されたのは1989年です。32年目を迎える今年の

総会は、どうなるのだろうと、心配しながらも総会の準備を進めてまいりました。 

  情報図書館も3月から休館が始まり、4月末には、ＥＰＯＣが担当している市民講習会も7月

まで中止と教育委員会が決定しました。と担当者の方から連絡があり、ＥＰＯＣの活動も完

全に自粛活動となりました。 

 

 

 

 

 

   

新型コロナウイルスが終息して今年度の活動を再開！という時に、皆様に活動承認を頂け

ていなければ 再開出来な～い！ と、どうしたら良いか？？？迷いました。 

  それで今年は、レンガメールに登録されている方には、お1人ずつ 総会資料を添付した

メールをお送しました。その後、色々な方からお返事を頂きました。ありがとうございます。 

そして、インターネット環境のない方には、個別にご自宅にお届けさせていただきました。 

久々に皆さまとお会い出来て嬉しかったです。つくづく人は一人では生きていけない寂しが

り屋だな～と、自分の心持をみて思いました。 

  どうか総会資料にて日程をご覧いただき、再開時には、笑顔で みんな ワイワイ と会える

ことを願っています。 

 

  パンドラの蓋が開けられた今、世界中で 「恐怖」「苦痛」と戦っています。そのパンドラの中

にある ただ一つの「希望」というピースを心に抱いて、その時まで皆で頑張って生きていき

ましょうね。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/minesotaro/20200421-00174406/
https://news.yahoo.co.jp/byline/minesotaro/20200421-00174406/
https://www.afpbb.com/articles/-/3269154
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活動の内容としてはキングソフト、ＧＩＭＰ，エクセル作表、Word で画像の貼り付け、料理レシビの書き方等な
どその時々出てきた問題にみんなで取組み和気あいあいと活動しております。 

 2020年度も同じように運営していきたいと思っています。 

 

講師 藤倉 万里子さん   

 

 

 毎週第4日曜日に「パソコン学習室」での学習となり、午前と午後を「Word基礎2016」テキストと 「PowerPoint

基礎2016」テキストを元に学習する予定です。  

講師 矢萩 巽さん  

講師 小池 美津子さん  

令和2年度はWordに戻り、「Wordを究める」というテーマで、初級クラスの人にはわかりやすく中級以上の方

にはこれまで学習したことのない内容を盛り込みテキストを作成しました。  

内容は画面の機能＆操作編/入力・編集編/保存の「困った」を解決編/書式編/文書レイアウト編/表・罫線

編/図形・画像編の7つのPartに分けて学習します。  

総会議事録より各部会の「新年度部活動予定」を部分抜粋しました。会員皆様は、学習予定の

参考にしてください。なお、コロナ禍による変更もありえます。ご確認ください。 

講師 小池 美津子さん  

昨年に引き続き『Excel2016基礎』の学習をおこないます。  

その後、『Excel2016応用』テキストを元に、よりExcelの知識を深めていきたいと思っています。 

また、文化祭への対応は、部員と相談して進めていきたいと思っています。  

世話人 竹内 秀機さん   

活動内容は、パソコンの初心者対応を第一としますがエポック会員であればどなたでも参加できます。部

会をまたいでの様々な分からない、知りたいの疑問にお答え出来る様、マンツーマンを心がけます。ま

た、ハード面の不安を解決できるように、共に学んで行きます。  
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講師 矢萩 巽さん 

新規入会者で学習部会での講義が理解できない方 向けの、画面の機能や、キーボードの機能などパソコン

入門者向けの講義内容を主としますが、パソコンに関する疑問・質問にも応えます。  

また、学習部会での講義の予習、補習も併せて行い受講者のスキルアップにつながればと考えております。  

 

 

2020 年度は、写真や画像の編集、さらにフリーハンドによる「デジタルグラフィック作品」も手掛けて行きます。   

「パソコンの画像作成は楽しい」を目標として活動致します。  

なお、今年度も文化祭に於いて、上口会員をリーダーとし、当会メンバーの撮影写真を編集・印刷・展示いた

します。  

講師 竹内 秀機さん  

  

 講師 藤倉 万里子さん 

2020 年度はＧＩＭＰをより深く使うのと同時にワードでもう少し立体的な風景画像、行事画像に取り組ん

でいきたいと思っています。 

 

講師 猪股 嘉治さん 

2020年度より小学校の学習要綱にプログラミングが入ってきました。この新分野に挑戦することとし、新年

度より「プログラミング部会」として学習していきます。  

プログラミング言語はScratch（スクラッチ）です。  

尚 学習時間は13：00～17：00ですが余った時間は３Dプリンターによる造形を行います。 

講師 小池 美津子さん   

この部会は、新しくEPOCに入会された方や基本的なことを学びたいと思われている方が対象で、今年度

から正式にスタートしました。会場は、社会福祉センターでおこないます。参加期間は、3か月から6か月

です。（※希望者は、カリキュラムは繰り返しとなりますが、それ以降も参加可能です。） 
 

この初級入門の期間中にパソコンの基本的な事・キーボード操作・パソコンのログインの仕方 等々を身

につけていただき 、その後は、情報図書館でおこなっている部会活動へステップアップして色々な方と一

緒に勉強していただけたらと思っています。  
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★令和２年４・５月 【学習内容】  自宅で自習 

講師  藤倉 万里子さん   

 講師 小池 美津子さん  

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

 
講師  藤倉 万里子さん  

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

世話人  竹内 秀機さん   

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

 講師 小池 美津子さん  

★令和２年４・５月  【学習内容】自宅で自習 

 
講師  竹内 秀機さん   

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

講師 矢萩 巽さん ステイホーム学習として、課題の学習 

★令和２年４・５月  【学習内容】 Excelで予定表の作成、Wordで書式の学習 

 

講師 小池 美津子さん・矢萩 巽さん 

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

 講師 猪股 嘉治さん  

★令和２年４・５月  【学習内容】 自宅で自習 

 
会報えぽっく  第２59春の号 発行 

★令和２年４月 
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3日 （水） 休    講 エポア部会・大麻えぽあ会場 

6日 （土）      
休    講 初心者入門午前部会・江別市社会福祉センター 

休    講 初心者入門午後部会・江別市社会福祉センター 

12日 （金）  休    講 チャレンジ部会・情報図書館PC学習室 

13日（土）  

休    講 
DCE部会・情報図書館PC学習室  

「写真・画像の学習」 

休    講 
プログラミング部会（旧Office部会）情報図書館PC学習室  

[プログラミングの学習] 

20日 （土）   
休    講 初心者入門午前部会・江別市社会福祉センター 

休    講 初心者入門午後部会・江別市社会福祉センター 

21日 （日） 休    講 市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

26日（金）  休    講 
学習部会・情報図書館PC学習室 
 「今年度からの新しいテーマ」 
①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 

27日（土）        
休    講 

ハッピー部会・情報図書館PC学習室  
「GIMP（ギンプ）」の学習 

休    講 
サムデイ部会・情報図書館PC学習室  
「Excel2016基礎」の学習 

28日（日） 休    講 
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 

1日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

4日 （土）      
9:00～1200 初心者入門午前部会・江別市社会福祉センター 

13:00～16：00 初心者入門午後部会・江別市社会福祉センター 

10日（金）  13:00～15:00 チャレンジ部会・情報図書館PC学習室 

11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 
プログラミング部会（旧Office部会）情報図書館PC学習室  
[プログラミングの学習] 

12日 （日） 休    講 市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

18日（土）         
9:00～1200 初心者入門午前部会・江別市社会福祉センター 

13:00～16：00 初心者入門午後部会・江別市社会福祉センター 

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 

25日（土）                 
13:00～15:00 

サムデイ部会・情報図書館PC学習室  

「Excel2016基礎」の学習 

26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 

31日（金）  10:15～15:15 
学習部会・情報図書館PC学習室 
 「今年度からの新しいテーマ」 
①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 
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♥♥♥♥♥♥♥  

 私の日頃から所属のクラブは今年創立50周年、１月から記念誌づくり

が動き出したその矢先のコロナ騒ぎです。方針は予め決められてサンプル

予算有り、手づくり、20ページの冊子ということでした。 

  それで一人一人に本当に喜んでもらえるものになるのか。 

そこで何かの仕掛けが必要となり、アイデアを出し合いお一人様専用となるような

「思い出のマイページ」を企画し、パソコンの中での完成をCDに焼き付けて結局は印

刷仕上を業者に委託、最終校正はテレワークで確認完成でした。その技術はみんな

『エポック・エポア部会』で得たGIMPの活用とコロナ休のゆっくり豊かな時間のお陰

でした。 ご指導を戴いた藤倉万里子先生や仲間たちに感謝なのです。           

 庭の畑起しは1日で終了。隣りからアスパラを頂いて自宅敷地内の蕗をおすそ分け。 

テレビは自然、動物の番組を見ています。パズルはナンプレ（数独）の初級問題に悪戦苦闘

しています。パソコンではマスクの型紙を手に入れたり、某社のマスク販売に応

募したりと、ぷらぷらウエブを泳いでいます。 
 

録画撮りしたディスクのラベル印刷やらが日課ですが、整理が追いつきません。 

 妻の実家が空家になったので、屋内整理、郵便物の確認、除雪、草刈等でた

びたび都市間移動を強いられました。これが一番の変化です。 

晩酌は自粛しておりません、体重増加、腹囲向上に努めております。 

 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。  http://e-epoc.jp/wp/ 

    詳しくは、こちらまでご連絡ください。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 

      コロナ騒ぎの中で        エポア部会 横山 真 

  KITAGAMI Hideo 
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♥♥♥♥♥♥♥  

パソコン全般の質問や、旅行紀行、写真、作品、手記、お問い合わせ等をお寄

せください、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  

 

 

http://e-epoc.jp/wp/ 
小池 美津子 

mkoike20181118@yahoo.co.jp

「会報えぽつく」第260

         

 1月中頃今年の個展の準備を始めていた頃に 武漢でのコロナウィルス発
生がニュースになり始めて、「野生動物の市場から出たか」と対岸の火事
の感覚でいたがアレヨアレヨと云う間に日本でも広がり、マスクと消毒薬
はどこを探しても無くなった。 

  当初予定の個展は1ヵ月ずらし2ヵ月ずらし今は3度目の正直で8月末にず

れ込んでしまったが果たして出来るかどうか。イベント関係も軒並み中止と

なり、お世話になっている小売りのお店も休業状態だ。何気ない日常という

言葉があるが今ほどその有難味を感じたことは無い。どうぞお手にとってご

覧くださいが言えなくなるなんて…先が見えない中で在庫の山に囲まれなが

らそれでも健康でいられる今に感謝しなければと思う。  皆さんもどうぞお

元気で又笑顔でお会いできるまで頑張りましょう。 

     こんな日々が来るなんて           新林裕子 

                                          日本にとって「ダイアモンドプリンセス」 

以来苛まされる病禍。依然として鎌首をもたげている。 

    その間、事業・産業の停滞を緩和させるべく登場したのが「リ

モートワーク」 自宅のままでの就業や学業継続だ。  
 

編集部では、発行前の会議を四,五回開くが、それらをリモートで

済ませた。何とか成るものだ。さすが印刷は人手を要するが・・・ 

  我が家の中学生は通学せずに学習塾のネット配信を受けてい

たが、その分、家庭の負担も増すことになる。簡単に「リモート

ワーク」できないのだ！ 結局、これらは国家の決断があってのこ

そだろう。                           （編集子） 

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

