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皆さま お元気でお過ごしのことと思います。 

世界では、まだまだ新型コロナウイルスが猛威をふるっていますね～ 日本では全国で今日一日で113名の方が

新たに感染され、北海道では、延べ99人の方が亡くなられています。本当に 怖いですね。 
 

今日 今後の活動についての幹事会を開きました。色々 話し合いました。 

新型コロナは、まだまだ 猛威をふるっています。私たちのEPOCは、安全を第一に考えて、もう1ケ月 様子を見る

ことにして 7月のすべての活動を休部とすることにしました。各部会の世話役の方々 皆さんに 会いたがっていま

した。でも、ここは、後少し 我慢することにしました。 
 

また、毎年 学習の成果を発表していた文化祭も  ・準備の為の時間が少ない  ・３密を防ぐ為 等を考えて 「2020

年度文化祭」を中止にすると決めました。苦渋の決断です。 

  8月からスタート出来ることを心から願っています。元気で 皆さまにお会いできる事を心から願っています。今日

開かれた幹事会（６月２８日）で決定した今後の活動についてのご報告でした。皆さま よろしくお願いいたします。 

代表幹事 小池 美津子        

    -----------------------------------------------------------■□□■ 

「7月の部会活動お休み」と、「2020年度文化祭の中止」のお知らせ（6月28日レンガメールより） 

    -----------------------------------------------------------■□□■ 

・・・編集部より  ❤    お知らせ・・・ 
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EPOC Mask Nine  

情報図書館の視聴室にて ゆったりと車座を

囲み、たっぷりと時間と空間を使い、マスク

顔のメンバーによる話し合いは、静かに、慎

重にしかし情熱をもって続けられていまし

た。年度初めのテーマ設定も、コロナ禍に合

わせるなど、いつもと違う流れに真剣さが伝

わってきました。（編集部） 

３密を避け、マスクの集まりとなりました。 

 、 

。 

。 
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7月 部活動報告！ 

講師 小池 美津子さん  

 ★令和２年７月 【学習内容】  自宅で自習 

講師  藤倉 万里子さん   

 講師 矢萩 巽さん  

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 講師 小池 美津子さん  

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 
講師 小池 美津子さん・矢萩 巽さん 

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 

 
講師  藤倉 万里子さん  

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 講師 猪股 嘉治さん  

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 
会報えぽっく  第２６０初夏の号 発行 

★令和２年７月 

世話人  竹内 秀機さん   

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

 
講師  竹内 秀機さん   

★令和２年７月  【学習内容】 自宅で自習 

★令和２年７月  【学習内容】自宅で自習 
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８月 部活動予定！ 

１日 （土）      
10:00～12：00 初級入門午前部会・江別市社会福祉センター 

13:00～16：00 初級入門午後部会・江別市社会福祉センター 

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・画像の学習」 

13:00～17:00 

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] 

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

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

15日 

（土）   

休  講 初級入門午前部会・江別市社会福祉センター 

休  講 初級入門午後部会・江別市社会福祉センター 

22日（土）                

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 

13:00～16:00 
サムデイ部会・情報図書館PC学習室  

「Excel 2016基礎」の学習 

23日（日） 10:15～16:00 

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室  

①10:15～12：00  「Word基礎」の学習 

②13:00～15：00 「PowerPoint基礎」 の学習 

28日（金）  10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室 

 「Wordを究める 画面の機能＆操作」  

①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 
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 回  顧 ～20年間  ひと区切り～    ＥＰＯＣ幹事  大 栗 一 孝さん 
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  ☆ 新型コロナ､日本で重症化率･死亡率が低いワケ    高橋泰教授が｢感染7段階モデル｣で見える化 

ウエブサイト「東洋経済オンライン」大崎 明子 コラムニストが、まとめた記事です。（7月１７日） 

国際医療福祉大学の高橋泰教授は、新型コロナの臨床に関わる論文から仮説を立て、公表データを使って「感染

7段階モデル」を作成した。ファクト（事実）に基づくわかりやすいモデルで新型コロナの特性を説明し、適切な対策

をとるための議論を活発化したいという。  高橋教授に話を聞いた。 

 https://toyokeizai.net/articles/-/363402  

このウイルスの性質の特徴は、自身が繁殖するために人体に発見されないように毒性が弱くなっていることだ。    

したがって、一定量増殖しないと人体の側に対抗するための抗体ができない。  そしてまれに宿主となる人体の免

疫を狂わせ殺してしまうこともある。 

日本も含めた各国でそれぞれ数十万人死亡するというような、当初流布された予想は大きく外れた。    その原因

はインフルエンザをベースとしたモデルを使っているためだと思われる。2つのウイルスには大きな違いがある。 
    大崎 明子 : 東洋経済 解説部コラムニスト 

・・・ウエブサイト本文をご覧ください。・・・ https://toyokeizai.net/articles/-/363402  

寄稿・投稿大歓迎！ 会員さんの 所感、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  

https://toyokeizai.net/articles/-/363402
https://toyokeizai.net/articles/-/363402
mailto:epoc.e.one@gmail.com?subject=オフミこーなーへ
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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 

「コロナ禍」の過ごし方  ＥＰＯＣ幹事   中村義弘  さん 

   
 

     
      
      
     
 

  
  

  
 

 

        

   
 

 

「コロナ禍」の過ごし方 ＥＰＯＣ幹事   猪股嘉治 さん 
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会員のみなさんこんにちは！ コロナによる長い休みでしたね。 

           ＥＰＯＣ幹事   藤倉 万里子さん 
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GIMP  

  コロナ禍のなかで…     ＥＰＯＣ幹事  矢萩巽  さん 
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猫の額も山の賑わい ＥＰＯＣ幹事   竹内秀機 さん 

  

 

        

   

 

 

http://e-epoc.jp/wp/ 
小池 美津子 

mkoike20181118@yahoo.co.jp

「会報えぽつく」第261

   皆の願いが届くまで・・・我慢の日々を！  

 ＥＰＯＣ会計  出口  裕子さん  

 

  

 


