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今、日本は、オリンピックとコロナ収束の見極めで混乱！ 
 

橋本聖子東京オリンピック・パラリンピック競技大会新会長は 「様々な分野や産業を、スポーツの力で結

びつける」と、意気込みを語ります。 

♦ 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会で実効的なコロナ対策は「新型コロナウィルス感染症対策調整

会議」にて検討しています。東京2020組織委員会は、引き続きIOC、IPC、国、東京都などの関係団体と緊

密に連携しながら、全ての方が安全・安心に参加できるよう大会準備を進めていく所存です。 

♠ 

政府が発令中の緊急事態宣言をめぐり、東京都は早期の解除を国に要請しない方向で検討している    都

は3月7日までの宣言期間中にできるだけ減少させ、今後の急速な感染再拡大を防ぎたい考え。  都はワク

チン接種の本格的な開始もにらみ、感染をさらに抑え込んで医療機関の負担を軽減する方向だ。 

♥ 

小池百合子知事は22日、「厳しい状況が続いていることには変わりない。」とし、対策の徹底を表明。不要

不急の外出自粛やテレワークの実施を改めて呼び掛け、営業時短要請に応じない店には、文書で時短を

求めることを明らかに。 

♣ 

菅義偉首相は、高齢者への接種について「説明している通り、４月から開始する準備を進めている」と強調

した。ただ、加藤勝信官房長官は記者会見で「ワクチンの供給状況を踏まえていかなければいけない」と

指摘。 

♦ 

オリンピック開催の是非も 秒読みに入るのだが、さて、どうなるのか？ 

♠ 

予定では、本来2020 年 3 月 26 日（木）に福島県をグランドスタートするオリンピック聖火リレー。日本か

らのランナーは、柔道男子60キロ級で金メダルを獲得した野村忠宏さんと、レスリング女子55キロ級で金メ

ダルを獲得した吉田沙保里さん。ギリシャから運ばれた聖火は、「復興の火」として東北 3 県に展示された

のち、福島県楢葉町・広野町『ナショナルトレーニングセンター J ヴィレッジ』からスタート・・・   

♥ 

さあ～  タイムリミットはもうすぐ！ 率直な気持ち、オリンピックは見たいがコロナは怖い！ 

♣ 

私たちEPOCだって、こんなに自粛し我慢を受け入れているのに・・・  最初の心配は聖火リレーか！ 

 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&fr=link_kw_nws_direct
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令和三年 エポック総会は、四月二十五日（日）情報図書館展示室で行われる予定。 
  先年度はコロナ禍警戒の自粛により、おもにインターネット、メールによる簡易的総会と
なりましたが、  令和三年度に付いては、コロナ禍対策を充分に取ったうえで開かれます。 
昨年はコロナ禍自粛の明け暮れで不充分な部活動でしたが、その中、会員さんや講師のかた
の発表する工夫や努力が会員相互の結び付きを今日まで成してくれました。 
新年度においても一層の工夫や努力をもって進めて行かなければなりません。その為にも、
この度の令和三年度エポック総会は、気持ちも新たにコロナ禍に負ける事無く結束を固める
第一歩となります。会員皆様にはエポック総会に結集し団結力をもってスタートを飾りま
しょう！！                   編集部 
 
 

    昨年の今頃は、コロナ禍のパニック状態で暗中模索の中、みなが不安一杯でした。 
その様な状況の中2020年度の総会は縮小せざるをえませんでした。 
まだまだ新型コロナへの警戒は避けられませんが、この1年で、私たちは新型コロナ
との接し方 少しはわかるようになりました。 
手洗いの励行、マスクの着用、人との距離の保ち方、食べ物・飲み物の取り方、      
 等々 私たちは、学習しました。 
 

それで、今年は、EPOCの総会を開催したいと思います。 
 

  2021 4 25  13  
      

  どうか、みなさま ご出席いただき、これからのEPOCの1年間の方向づけをしてください。 
  みなさま 情報図書館2階の国道12号線側の部屋で4月25日13時に会いましょう。 
  お待ちしております。     

代表幹事 小池 美津子  

  EPOC    

   

   EPOC    

 

消費者庁は19日、Microsoftのロゴを悪用してセキュリティ対策サポート料などと称した金銭を要

求する詐欺行為について、注意喚起を行なった。 

具体的な手口は、まずPCがウイルス感染したかのような偽の警告画面を音声とともに表示し、警告内の番

号に電話するように仕向ける。この警告画面内にMicrosoftのロゴを使用しており、あたかもMicrosoftやそ

の関係者による警告のように見せている。番号に電話すると、遠隔操作で警告画面を消すなどしてユー

ザーを信用させた上で、サポート料などと称して金銭の支払いを要求する。支払には前払式のギフトカード

などが用いられるという。 

 日本マイクロソフトでは、エラーや警告メッセージにサポート用の電話番号は記載しておらず、暗号通貨や

ギフトカードの形式でサポート料金を請求することや、ユーザーからの問い合わせなしにサポートから一方

的に連絡することはないとしている。また、遠隔操作を許可してしまうと、マルウェアやランサムウェアといっ

た悪意あるプログラムが侵入できてしまう可能性もあることから、このような警告画面が表示された場合、

絶対に電話しないよう注意を促している。 

 表示された画面は、「Cｔrl」+「Alt」+「Delete」キーで（または、下部のタスクバーから）呼び出せるタスクマ

ネージャから、上部にある対象のWebブラウザを選択し、タスクを終了すれば対応が可能です。 

https://www.caa.go.jp/
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講師 矢萩 巽さん  

☆2月の部活動報告 ☆ 

 ☆１月の部活動は全て休講 ☆ 

 

講師 猪股 嘉治さん  

【学習内容】：Zoomアプリにより、リモート学習会（在宅学習）を実施 

◆ 令和3年1月30日  テキスト3.「保存の『困った」解決編を学習 

◆ 令和3年2月26日  テキスト4.「書式編」を学習 

 
会報えぽっく  第２６４新年の号 発行 ★令和３年１月1日 

  同 2月1日 印刷 

 

★令和３年２月３日(水) 13：00～16：00 大麻えぽあホール 

【学習内容】：久しぶりにみんなの元気な顔を見て、勇気百倍。各自の課題について学習しました。 

講師  藤倉 万里子さん   

★令和３年１月３０日・２月２６日 

情報図書館からおしらせ！ 

EPOC講師による「市民講習会」が開かれました。  2021年１月10日 (日 )  13時～16時 

講 師  猪股  嘉治 さん  

学習内容  Excel超初級 

参加人員  ４名の参加者  
 

 

 EPOC講師による「市民講習会」が開かれました。  2021年2月14日 (日)  13時～16時 

講 師   小池  美津子 さん  

学習内容  PowerPointの基本操作 

参加人員  ７名の参加者  
 

R2/12からR３/1まで開催を自粛していましたが再開しました。 

★ 令和３年２月１３日(土）13：00～15：00  机上学習 

★ 令和３年２月20日(土）14：00～16：00 オンライン学習 

【学習内容】 

第４章 コウモリを飛ばす及びコードを別プログラムにコピー 

   ◎ コウモリが羽根をばたつきさせながら飛ぶプログラムを作りました 

   ◎ コウモリのコードを蝶のプログラムにコピーし、蝶を飛ばせました 
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 ３日（水） 13：00～16：00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

 ６日（土）   初級入門午前部会・コロナ禍のため休講 

１２日（金） 13：00～15：00 チャレンジ部会・情報図書館 

１３日（土） 10：15～12：00 DCE部会・情報図書館 

１３日（土） 13：00～1700 
プログラミング部会・情報図書館情報図書館 

Scratchでプログラミングの学習 

１４日（日） 13：00～16：00 市民向け講習会・情報図書館  

２０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 

２５日（木） 13:00～15:00 初級入門午後部会・江別市社会福祉センター 

２６日（金） 時間は別途連絡 
学習部会・コロナ禍のため情報図書館は休講 

同日リモート学習部会を開催します 

２７日（土） 10：15～12：00 ハッピー部会・情報図書館  

２７日（土） 13：00～16：00 
サムデイ部会・情報図書館  

・１班12：30～14：00   ・2班14：30～16：00 

「Excel2016基礎」の学習 

２８日（日） 10：00～13：30 
アーカイブ部会・情報図書館  

・１班10：15～12:00   ・2班13:00～15：00 

「Power Point2016（基礎編）」 

３

月 

部

活

動

予

定

！ 

＝3月からのアーカイブ部会とサムデイの活動について＝ 

コロナ禍がこのまま落ち着いていくことを願いながら以下の通り3月から開催することにしました。 

サムデイ部会   ⇒ 1班 12時30分～2時  2班 2時30分～4時 

アーカイブ部会 ⇒ 1班 10時15分～12時  2班 13時～15時 

蜜を避ける為に、1回の参加者の数を少なくし、1部・2部とも同じ内容で開催しようと思います。 

新型コロナが落ち着くまで1回の参加人数が8人以下と、この先の状況に合わせながら、この形式でしば

らく続けようと思います。 

近くになったら、皆さまの参加いただける時間をお聞きしたいと思っています。 

どうか、よろしくお願いします。   

2021年度の福祉センターでの講習について  

新年度は、二つの部会を統合して、「初級入門部会」として再スタートしたいと思います。 

開催時間：10時から15時 

矢萩巽さん担当：       「6月」「7月」「11月」「12月」「1月」 

小池美津子さん担当：「4月」「5月」「8月」「9月」「10月」「2月」「3月」 

mailto:info@e-epoc.jp?subject=info@e-epoc.jp
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画期的な取り組み！アプリ「Ｚｏｏｍ」とは 
 Zoomは、アメリカのZoom Video Communications社が提供するネッ

トを通じて遠隔地のユーザー間でコミュニケーションを行うオンライン

ミーティングツールです 

  ＥＰＯＣ幹事会でアプリ「Ｚｏｏｍ」の研修会を行ない、その後、「Ｚｏｏｍ」で会議

を実施したことで有効利用が実証されリモート学習につながりました。 

コロナ禍でＥＰＯＣは休講、自粛が続いています。そんな中、開講を待ち望む会員のた

め、アプリ「Ｚｏｏｍ」による部会が再開！ その講師陣の思いや感想を寄せていただ

き、そして、受講された会員さんにもお話を聞きました。 

  

ミーティング中の画面を録画する手法を説明     

2/20にＺｏｏｍを開催しました。初めてのホスト役でしたが、9名の方が参加していただ

けました。 

Scratchの講義そのものはうまくいきましたが、40分経過後のゲスト再入室してもらう

のに手こずり迷惑をかけました。勉強して、ゲストが入力する際、その都度ホストの許

可なしで自動入室できる手法を見つけましたので次回応用してみます。 

またミーティング中の画面を録画する手法を説明しましたが、まだ理解不足の方がいま

したのでＺｏｏｍを開催し説明する予定です。  

 

 

Ｚｏｏｍアプリを使っての「リモート学習」について     

ＥＰＯＣ幹事会で昨年の9月にＺｏｏｍアプリの研修会が中村幹事講師のもと行われました。その時
にこのアプリを使って学習部会ができるのではと思いましたが、コロナウイルスはいずれ終息する
だろうと淡い期待のもと時が流れてしまいました。 

コロナウイルスでＥＰＯＣの部会活動休止がコロナの終息を待つこと数ヵ月に及び、このまま手
をこまねいて待っていていいのだろうか…という思いが募り、ようやく1月30日にリモート（オンラ
イン）による学習会の案内をレンガメールで配信したところ、17名の参加をいただきました。 

Ｚｏｏｍアプリの使い方をよく理解しないまま、始めたので要領を得ないまま終わってしまい、
参加者（ゲスト）は、まったく満足できなかったと思います。もちろん主催者（ホスト）も当然消
化不良の状態でした。 

このことを反省し、Ｚｏｏｍを少し勉強しＺｏｏｍの機能を活用して、受講者が講師の画面を見な
がら説明を聞き、自分で操作できるように2画面表示にする方法で、次回は2月26日（金）に開催の
ご案内をいたしましたところ、すでに前回と同様17名の参加表明をいただいております。 

回を重ねるたびに少しずつ、参加者もＺｏｏｍの操作になれて有意義な学習会になっていくこと
と思います。 
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http://e-epoc.jp/wp/

 
小池 美津子 

mkoike20181118@yahoo.co.jp 

「会報えぽつく」第265  

 

 

 

     

 

 

Zoomで繋がり   
清水弥栄  

コロナの中、人との繋がりが少なくなり寂しい思いをしていましたが、Ｚｏｏｍで皆さ
んのお声やお顔と繋がり元気がでました。わかりやすくとても良かったです。 

 リモートでオンライン学習 
                      
            松本淑子  
緊張して居りました授業も先生の進行に従って受けること

ができ以前の教室のような気分で進むことが出来ました。  特
に知識の浅い私にとって驚きでした。  印象に残ったのは、お
化粧のできるビデオです。 
早速ビデオを開いて再生すると画面と音声が収録されて居り、
復習もできることに感激しました。 
 「リモート学習・オンライン学習は関係無い」と思って居ま
したが受けて見ますと意外と楽しい時間です。此れからの生活
に密着したアイテムかもしれません。 
リモート学習で学んだ事は先生の声に従うことが大事だと分
かりました。 

オンライン学習に感動と感謝のこえ！ 

Ｅ・hitomi 

パソコンは勉強することが多

い。その一つが「ＺＯＯＭ］で、そ

の入り口に入ったばかりだが面

白いと気づいた。講義や友達と

顔を見ての交流等人と繋がれる

ことも楽しい。講義画面の録画

を撮り、繰り返し学習すること

が出来ました。生活が変わる予

感がする。 

リモート学習をとても楽しみにしています   蝦名陽子      

オンライン学習をして頂けるとは思ってもいませんでしたのでとても嬉しかったですし、 

ここまでしてくださることに、本当に有難く思います。 

 オンライン学習は、自宅に居ながら出来ると言う安易な気持ちだけでは決して有りません。 
授業を受けながら それ以上に得られるものが多く有ると感じています。 
 

 先生の一生懸命に、甘えてばかりいられないぞ～❕ と、気持ちに活を入れてくださいました。 

 初心者からベテランの方も一緒に参加してくださり『共生』他で聞けない声や顔が見え、これも楽

しく刺激を与えてくれ、学習意欲が沸いてきます（予習・復習がまるで足りていないですが⁈） 
 

 学習内容を選ぶ先生の、苦労❣ が見える様な気がします。内容に関しては、事前にテーマを送って

くださるので少しでも目を通しておけばついて行けるかと思っています。 

 先生の大変な努力に感謝しながら、我々、リモートに繋げる失敗を繰り返す事態もエネルギーを頂

いています。リモート学習をとても楽しみにしています。これからもよろしくお願いたします。 

       挑戦します                    北上英雄  

「ＺＯＯＭ］には興味があり、企画された講師の方々に感謝します。体験し、とても楽しかった。講

義もわかりやすく受講してよかったと思う。 

しかし、再入室する際にうまく操作できず、つまずいてしまったのが残念に思う。これから。ホス

トにもなり、人との繋がりを広げていけたらよいと思い、挑戦し勉強したい。   

順不同 


