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江別市上江別東町

初心者パソコン教室受講後、入会。初級入門学
習会（午前･午後）エポア部に参加中。パソコン
の基礎を知りたい。

館山 三千枝さん

山崎 充徳さん

江別市高砂町

初心者パソコン教室受講後、入会。ほかの趣
味に生かしたい。①ラベル等の作成②プリン
ターの手入れについて知りたい

江別市緑が丘

パソコンの基本的なところを学びたい。
尾形 裕祥さん

学んだことを日常で活用したい。

江別市大麻宮町

現在、初級学習部会（午後）に参加中。今後、
仕事の都合で休みがちになるかもとのこと。

太田 利江子さん

江別市大麻南樹町

初心者パソコン教室受講後、入会。パソコンの
知識を深めたいので入会しました。
田中 正喜さん

江別市野幌寿町

今年1月にパソコンを買い変えたのでこの機種
の使い方操作について学習したい。現在チャ
レンジ部に参加。

ほかに 渡辺 寿子（わたなべ すみこ）さん
江別市野幌松並町 もご入会下さいました！
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9月 部活動報告！
講師 小池 美津子さん
★令和２年９月27日(日) 10：00～14：00 江別市情報図書館
【学習内容】：「PowerPoint2016基礎」テキストの第2章から学習しました。
第2章は、新しいプレゼンテ―ションを一から作成する手順を
・スライドの縦横比の設定をおこない、
・プレスホルダーの枠線の取り扱いや移動の仕方
・洗練されたデザインを適用し
・箇条書きテキストの入力やレベル上げ・下げ等
・配色やフォントの設定を特別に行い、
・他にも文字修正のし方等 色々学習し、ｐ44まで進
・スライドの追加の仕方
みました。

講師 藤倉 万里子さん
★令和２年９月２日(水) 13：00～16：00 大麻えぽあホール
【学習内容】：各自パソコンの疑問点について持寄り、皆で教え合いました。

講師 矢萩 巽さん
★令和２年９月25日(金)
10：15～15：15
江別市情報図書館
【学習内容】：配布資料[Wordを究める」第1章画面の機能＆操作編に基づき、画面の超重要機能及び
画面のカスタマイズではステータスバーの 表示項目の追加方法ほかを学習しました。

講師 小池 美津子さん
★令和２年９月２６日(土) 13：00～16：00 江別市情報図書館
【学習内容】：「Excel2016基礎」テキストを元に第2章から進みました。
第2章では、数字や文字などのデーターの入力や、その入力したセルを移動やコピーして他の場
所で活用する等の学習をしました。
次回は、ｐ61から進める予定です。

世話人 竹内 秀機さん

★令和２年9月11日（金）13：00～16：00 情報図書館
【学習内容】：自由課題 とノートパソコンの取り回し全般を勉強しました。
ゲストに1名をお迎えし、EPOCに入会して頂きました。
他に、編集部作業も行われました。久しぶりの活動でした。これからも、EPOC会員の皆さんのご来
部お待ちしています。

講師 藤倉 万里子さん

★令和２年９月２６日(土) 10：15～12：15 江別市情報図書館

【学習内容】：Wordでお絵かきおひな様の女びなを完成させました。
次は猫と毛糸だまをする予定です。

講師 猪股 嘉治さん
13：00～17：00
江別市情報図書館

★令和２年９月12日（土)
【学習内容】
〇Scratch（スクラッチ）」のアカウントの取得
〇猫を左右及び上下に動かすプログラムを作る
３Dプリンターはブレスレッドを作りました。
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9月 部活動報告！
講師 小池 美津子さん
★令和２年9月5日（土）

10：00～16：30 江別市社会福祉センター

【学習内容】：インターネット設定をされていない方が、まだ出席されていなかったので、先に、メール
の設定について勉強しました。
・電子メールと郵便の違い
・電子メールとWEBメールの違い
・「宛先」「CC」「BCC」の違い
・新規にメールアドレスの作り方
・その他にWindowsセキュリティについて
午後も会場を借りることが出来たので、参加できる方だけで新規にメールアドレスを作成し、複数
のアドレスを「Outlookアプリ」で管理できる様にアカウントの追加作業をおこないました。
★令和２年９月１９日（土） 10：00～15：30 江別市社会福祉センター
【学習内容】：前回のリクエストにお応えしてWordで「はがきサイズ」に 写真を挿入してハガキの文面を
作成しました。
その後、写真を入れ替えて、違うレイアウトのハガキの文面も作成しました。次回は、Outlookにメー
ルアドレスを登録する方法を覚えましょう。
10月3日の午後も会場が借れましたので引き続き 勉強しましょう。
講師

矢萩 巽さん

★令和２年９月１２日（土） 13：00～16：00 江別市社会福祉センター
【学習内容】：キーボードの特殊キーの機能と使い方を学習しました。
[Esc]キーの使う場面や、[Insert]キーを押した場合にどうなるのかなど、実際に操作しながら学習し
ました。
★令和２年９月２６日（土） 13：00～16：00 江別市社会福祉センター
【学習内容】：①Tabキー他特殊キーの機能と使い方
②データをUSBメモリに効率的にコピーする方法
ファイルを「切り取り」する場合と「コピー」の違い
③USBメモリを接続したときに自動再生にする方法
④質疑応答

講師 竹内 秀機さん

★令和２年９月１２日（土) 10：15～12：00
江別市情報図書館
【学習内容】： Wordの機能を生かし、「Wordで、縦書き色紙を作ろう！」の二回目を行いました。
和風フォントを右肩上がりに表示し、色紙に仕立てようという試みです。
データーは、学習用のものを少し用意し、自由に選択、あるいは創作していただき背景や、イラスト
に凝って作り込みします。
利用するアプリソフトは、Word,Photoshop,IrfanView その他にまたがり形式の変換も行います。
ことのほか広範囲になりますので、次回以降も続けて行きます。

情報図書館からおしらせ！
情報図書館にて、EPOC講師による「市民講習会」が開かれました。
◎日
時
2020年9月13日(日) 13時～16時
講師 猪股さん
◎学習内容
予定されていた5名の方が出席されました。
パソコンを買って１年という方、文字入力が初心者とは思われないほど速い方、など色々でした。
講習内容は、Excelの画面構成、文字入力、リボンの折りたたみと解除、メモカレンダー作り等を行い、
皆さん勉強になったと言って下さいました。
◎参加人員
密回避のため定員５名に限定
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10月 部活動報告！
講師 小池 美津子さん
★令和２年１０月２５日(日) 10：00～12：30
江別市情報図書館
【学習内容】：「今回は、情報図書館の市民講習会（13時から）とぶつかっていたという事で、急遽 12時30分まで
の活動となりました

●
●
●
●
●
●

「PowerPoint2016基礎」テキストを元に第２章の「文字や段落」に書式設定する方法をおこないました。
箇条書きテキスト内のサイズが違う文字に対して一律にサイズ変更 等
行頭文字の様々な変更の仕方 や 行間の広げ方
スライドの様々な操作方法と、表示の仕方
完成したプレゼンテ―ションをスライドショーで確認
Excelと同じように自動保存・名前を保存・上書き保存が出来る事
を確認し、ｐ60まで進みました。 次回は、復習を兼ねて「 第２章練習問題」から進める予定です 。

講師 藤倉 万里子さん
★令和２年１０月７日(水) 13：00～16：00 大麻えぽあホール
【学習内容】：各自パソコンの疑問点について持寄り、皆で教え合いました。

講師 矢萩 巽さん
★令和２年10月２３日(金) 10：15～15：15
江別市情報図書館
【学習内容】：学習内容：テキスト「2.入力・編集編」からWord入力のきまり、文字の自動修正な
ど入力や編集時の機能の色々を学習しました。
次回11月27日（金）は「段落の超重要知識」ほかを学習する予定です。

講師 小池 美津子さん
★令和２年１０月２４日(土) 13：00～16：00 江別市情報図書館
【学習内容】：「Excel2016基礎」テキストを元にｐ61から進みました。
ブックの自動保存の仕組み
名前を付けて保存と上書き保存の違い

●

●

今回のメインである、便利な機能の「オートフィル」

●

の学習し、様々な表示の仕方等々を確認しました。「Excelの便利さ・多彩さ」を再確認されたことでしょう。その後、
用意していた「問題２」を皆で解き、「ｐ６７練習問題」と、「問題１」を宿題にして、終了しました。皆さん 解けたら送っ
てくださいね次回は、第３章から 進める予定です。

世話人 竹内 秀機さん
★令和２年１０月９日（金）13：00～16：00 情報図書館
【学習内容】：チャレンジ部はPC操作やソフト＆ハードでの日ごろの不安や疑問点を解決す
る手助けを目標に置いています。初心者、ベテランを問わずチャレンジする部会です。ぜひ一度顔
を出して下さい。EPOC 会員の皆さんのご来部お待ちしています。
講師 藤倉 万里子さん

★令和２年１０月２４日(土) 10：15～12：15 江別市情報図書館

【学習内容】：今回前から懸案の黒猫の画像を作成する予定でしたが、是非年賀状をという要
望があり、Wordで年賀状作りを行いました。黒猫を楽しみにしていた皆さんごめんなさいね。
講師 猪股 嘉治さん
★令和２年１０月１０日（土) 13：00～16：00
【学習内容】：猫のゲーム作り （図参照）
〇 猫の動き左右で向きを変える
〇 障害物の太陽を入れる

江別市情報図書館

〇 ゴールの目標を入れる
〇 背景を入れる
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10月 部活動報告！
講師 小池 美津子さん
★令和２年１０月３日（土） 10：00～15：30 江別市社会福祉センター
【学習内容】：今回も、午後も会場が借りれたので、15:30過ぎまで学習しました。
今回は、「Outlookアプリ」で連絡先の登録の仕方を確認しました。
登録方法の他に、表示の仕方を自分流に変更する方法も確認しました。
次回10月17日も午後も会場が借りれます。午後も引き続き 勉強しましょう。
★令和２年１０月１７日（土）9：30～16：00 江別市社会福祉センター
【学習内容】：今回も午後 会場が借りれたので、16:00過ぎまで学習しました。
前半は、普段 気にせずに使っている「エクスプローラー」の詳細を確認しました。
●エクスプローラーの画面の名称と役割
●エクスプローラーを起動時に「クイックアクセス」と「PC」のどちらの中身を表示するか？
●エクスプローラー「オプションのダイアログボックス」内の確認 その他 を行いました。
私たちは、WordやExcelをしっかり勉強しようと思いますが、縁の下の力持ち的役割の「IME」や「エ
クスプローラー」は、漠然と覚えています。 そんな中 今回は、「エクスプローラー」を細かく見てみ
ました。
午後からは、個別に「Outlookアプリ」で登録状況の確認を行いました。
●「Outlookアプリ」のナビゲーションバーの表示が英語を日本語表示にする方法
●「名と姓」に表示されているのを「姓と名」に変える方法 その他 等々
次回は、１１月７日 です。 質問の有る方は、９時半過ぎには会場入りしておりますので、お早め
にお越しください

講師

矢萩 巽さん

★令和２年１０月２２日（木）
13：00～16：00 江別市社会福祉センター
【学習内容】：ご自分のパソコンをカスタマイズして操作を楽にする方法を学習しました。
デスクトップにショートカットアイコン、ファイルをたくさん表示しているパソコンを見かけます。
そのような状態はパソコンの起動が遅くなったり、使用したいアプリやファイルのアイコンを
探すのに時間がかかったり、いいことはありません。また、見栄えもよくありません。
ほかに、ファイルやフォルダーの管理法など、使い勝手を良くするための設定をいろいろ行いまし
た。
次回11月7日（土）メールの操作の色々を学習します。また、リクエストにもお答えします。
講師 竹内 秀機さん
★令和２年１０月１０日（土) 10：15～12：00
江別市情報図書館
【学習内容】：「Wordで、縦書き色紙を作ろう！」の3回目を行いました。データーは、
学習用のものを少し用意し、自由に選択、あるいは創作していただき背景や、イラストに凝って作
り込みします。
word以外のソフトや、ウエブサイト検索、ダウンロード、データ変換などが求められます。
皆さん、前回より格段と上達しアイデアあふれる作品になりました。 目標も、メンバーで作成・編集
する冊子発行と具体的になって来ました。徐々に内容を詰めて続けて行きます！

★令和２年１１月1日

会報えぽっく 第２６３冬の号 発行

今号から年を跨がず歳末完結となりました。すっきりと新年を迎える前に、新年号の用
意が待っています。除夜の鐘をきく前に仕事を終えたいものだが、さて・・・

情報図書館からおしらせ！
情報図書館にて、EPOC講師による「市民講習会」が開かれました。
◎日
時
2020年10月11日(日) 13時～16時
講師 竹内さん
◎学習内容
写真ソフト（画像編集）
◎参加人員
密回避のため定員５名に限定
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１１月 部活動予定！
13:00～16:00

エポア部会・大麻えぽあホール

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

８日（日）

13:00～16：00

市民向け講習会・情報図書館PC学習室
講習内容「年賀状の作成」 講師 藤倉さん
ワードで年賀状作り

１３日（金）

13:00～15:00

チャレンジ部会・情報図書館PC学習室

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情報図書館PC学習室
Scratch（スクラッチ）の学習

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

２２日（日）

10:00～13：30

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室

２７日（金）

10:15～15:15

学習部会・情報図書館PC学習室
配布テキスト「Wordを究める」によりWordの学習
①10:15～12：15 ②13:15～15:15 の2回

10:15～12:00

ハッピー部会・情報図書館PC学習室

13:00～16：00

サムデイ部会・情報図書館PC学習室

４日（水）
７日（土）

１４日（土）

２１日（土）

２８日（土）

１２月 部活動予定！
２日（水）
５日（土）
11日（金）

13:00～16:00

エポア部会・大麻えぽあホール

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

13:00～15:00

チャレンジ部会・情報図書館PC学習室

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情報図書館PC学習室
Scratch（スクラッチ）の学習

13:00～16：00

市民向け講習会・情報図書館PC学習室
講習内容「Excel初級」 講師 中村さん
Excelをマスターする！

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

10:15～15:15

学習部会・情報図書館PC学習室
配布テキスト「Wordを究める」によりWordの学習
①10:15～12：15 ②13:15～15:15 の2回

１２日（土）

１３日（日）
１９日（土）
２５日（金）

２６日（土）
２７日（日）

休

講

ハッピー部会・情報図書館PC学習室

休

講

サムデイ部会・情報図書館PC学習室

休

講

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室
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令和二年十一月一日（2020.11.01）発行

お便り&オフミーティングこぼれ話しで綴ります。

島貫ツナさんから寄稿いただきました！

令和2年9月

大麻エポア部会

世界中に猛威を振るっているコロナ渦中、マスク姿で、「EPOC会」の運営に尽力されてた幹事会
の皆様や、会報増刊号発行をされた編集部の情熱に感謝しています。只、すこぶる残念なことは
秋の恒例「文化祭」が中止に追い込まれたことです。しかし、このご時世ではやむをえない選択
だと思います。

花咲か婆さん
私はコロナ禍にて家に閉じこもりが
ちなこの春、アネモネ、ツリガネソ
ウの球根やあさがお、ニチニチ草の
種子をミニ温床で育て、大きくして

プランターに移植し「花咲か婆さ
ん」として楽しんでいます。

健康増進とちょっぴりボランティア活動
朝の涼しい時間に、ビニール袋と火鋏を持参し「ノルディクウォーキ
ング」をしながら（歩きながら）道ばたに捨てられている空き缶や芥
を拾っています。4月頃からはマスクも時々捨ててあり、とても残念
です。自己責任で処理してほしいですね。

島貫さんは、2005年に入会され、現在は、エポア部会中心に活動されています。
趣味が多く、地域でも色々活動され、今年度江別高齢者連合会の作品展示会では、書道額装や
パッチワーク、アイヌ文様の刺繍など発表されています。素敵な歳重ねのご様子が覗われます。
編集部

http://e-epoc.jp/wp/
小池 美津子
mkoike20181118@yahoo.co.jp
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