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《総会を終えて！》 ２０２１年度EPOC総会が４月２５日開かれました。 

2020年度の総会は、新型コロナウィルス感染防止のため中止とし、メールアド

レスのある人には、一人ずつ添付ファイルを付けて中止の説明と振込先をお知

らせして、ネット環境のない人にはそれぞれの会員宅に総会資料を届けました。

今年の総会は、この１年の経過をみながら感染対策をしっかりしての開催となり

ました。 従来は、５月第３日曜日の開催でしたが、新年度の事業を早々に開始

する目的等により４月に行われました。 

総会は次第により、小池代表幹事の開会挨拶、岡村会長の挨拶、来賓として

山本情報図書館長の挨拶のあと、議長を岡村会長にお願いし、事業報告及び

決算・監査報告、新年度の事業計画、予算案など全案件がそれぞれ拍手で承

認されました。 

役員について、新幹事に阿部勝巳さん、北上英夫さん、中山茂樹さんが加わ

りました。 

Zoomを使ったリモート学習についてどう考えるかについて質問がありました

が、講師の負担増、ネット環境が必要、費用をどうするかなど、今後の検討課題

とした。情報図書館からの協力依頼で「コンピュータ学習室」開放時のボランティ

ア募集の話がありました。 （編集部） 
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ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）  会長：  
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     ★☆各部会の新年度における取り組みについて★☆ 
新年度に向けて各部会世話役からのメッセージと基本方針をご紹介いたします。 

 世話役  藤倉 万里子さん   

活 動 日 :大麻えぽあにて毎月 第一水曜日 13:00～16：00開催 

活動内容:令和3年度もキングソフト、ＧＩＭＰ，エクセル作表、ｗｏｒｄで画像の貼り付け、料理レ
シピの書き方等などその時々出てきた問題にみんなで取組んで行きたいと思います。 

 世話役 小池 美津子さん  

活 動 日 : 情報図書館PC室にて月一回日曜日 10：15～15：00開催 

2021年4/25・5/30・6/27・7/25・8/22・9/26・10/31・11/28  

2022年1/30・2/27・3/27 

活動内容:「PowerPoint基礎2016」「PowerPoint応用2016」テキストを元に学習する予定です。 

世話役 小池 美津子さん  

活 動 日：情報図書館PC室にて毎月 第四土曜日 13:00～16：00開催 

2021年 4/24・5/22・6/26・7/24・8/28・9/25・10/23・11/27  

2022年 1/22・2/26・3/26 

活動内容：昨年に引き続き『Excel2016基礎』の学習をおこないます。 

基礎の習得後は、『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。その他にも実践編としてお伝えしたい事を提案していきたいと

思っています。 

世話役 矢萩 巽さん  

活 動 日 ：情報図書館で、毎月第四金曜日の午前10時15分から午後12時15分

までと午後1時15分から午後3時15分までの２回開催します。 

活動内容：昨年度学習できなかった「Wordを究める」の残りの部分と、オンライン学習会に参

加できなかった方への補習を行いたいと思います。 

新型コロナウイルスの状況によっては、オンライン学習会に切り替え、午後1時30分

から行いたいと思います。開催日は通常予定の毎月第四金曜日に行います。  

活 動 日 :情報図書館PC室にて毎月 第一木曜日 13：00～16：00 

但し、４月休み、２月 第二木曜日 

活動内容:パソコンに関して初心者対応を第一とし、ハード・ソフト面で様々な悩みにお答え出

来るように、共に学んで行きます。 

世話人中村 義広さん  
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世話人 小池 美津子さん 世話人 矢萩 巽さん 

活 動 日 社会福祉センターにて毎月 第一・第三土曜日の2回 10:00～15:00開

催（1月のみ第三土曜日） 

・2021年 4/3・4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 

9/18・10/2・10/16・11/6・11/20・12/4・12/18 

・2022年 1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 

活動内容: 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

方が対象です。 

 会場は、社会福祉センターでおこない、共通の市販のテキストを元に学習します。 

 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。） 

 パソコンの基本的な操作を習得していただき、その後 情報図書館でおこなっている

活動へ、参加していただきたいと思っています。 

 
世話人  藤倉 万里子さん 

活 動 日：情報図書館PC室にて毎月 第四土曜日 10：00～12：00開催 

活動内容：令和２年度はＧＩＭＰソフトで画像をと、数年前に授業に取り入れて復習しながら新

しいのを取り入ようと思いましたが、途中コロナ騒ぎで実際はあまり学習できませ

んでしたで、令和３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。 

 

世話人  猪股 嘉治さん 

活 動 日：情報図書館PC室にて毎月 第二土曜日13：00～17:00開催（8月お盆休み） 

活動内容：・狙撃ゲームのプログラミング。 

・各自課題を見つけて課題のプログラミングにトライする。 
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 講師  各部会の世話役が担当 

何年か前まで行っていた、「会員向け講習会」を復活しました。 

活 動 日 :毎月 第二土曜日 10時～12：30時 

活動内容: 5/8 藤倉万里子   Word楽しいご案内のチラシを作りましょう！ 

6/12小池美津子 PowerPoint初級 

PowerPointの基本操作を覚えよう！ 
7/10矢萩 巽 Wordで画像編集 

Wordで出来る画像の加工いろいろ 

8/14お盆の為 お休み 

9/11矢萩 巽  Wordステップアップ講座 

    Wordの機能をカスタマイズして使いやすく 

10/9中村義広  Excel 初中級～すぐ使える！関数入門～ 

11/13藤倉万里子 ワードで年賀状作り 

    ネットからフリー画像でもっと素敵に！ 

12/11小池美津子 ワードで年賀状作り 

    楽しく、そして簡単に年賀状を作りましょう。 

1/8猪股嘉治  Scratch（スクラッチ）でプログラミング 

    猫ちゃんを動かしたり五角形を描くプログラムを作ります。 

2/12矢萩 巽  Excel活用講座 

    入力作業を省力化する方法 

3/12小池美津子 PowerPoint初級 

    PowerPointの基本操作を覚えよう！ 

EPOC世話役による「市民のための講習会」が開かれました。 

  2021年3月14日 (日 )  13時～16時 

講 師  竹内 秀幾 さん  

学習内容  「写真ソフト編集講座」 イルファンビユーの講習を行いました。 

参加人員  ８名の参加者  

 

 EPOC世話役による「市民のための講習会」が開かれました。  

2021年4月11日 (日)  13時～16時 

講 師  中村  義広 さん 

学習内容  初中級 ～すぐ使える！関数入門～ 講座 

参加人員  ６名の参加者  

情報図書館からおしらせ！ 
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４月 部活動報告！ 

 

★令和３年４月７日（水）  13:00～16：00 

【学習内容】 エポア部会は各ソフトの疑問点を、その都度話し合って解決しました。 

世話役  藤倉 万里子さん  大麻えぽあホール   

 

 
世話役 矢萩 巽さん 江別市情報図書館 

 世話役 小池 美津子さん 江別市情報図書館 

世話役 小池 美津子さん 江別市情報図書館 

★令和３年４月２４日（土） 13:00～16：30 

★令和３年４月２３日（土）  10：15～15：15 

【学習内容】  

「Wordを究める セクション6.表・罫線編」で見栄えのする表の作成のノウハウを、

実習しながらいろいろ学びました。思い思いの表を完成させることができました。 

６ゕ月ぶりの開催でしたが、参加者が10名と、いつもの半数の人数でした。 

いつもより少なかったのは、コロナ禍のご時世でやむを得ないことかもしれません。 

★令和３年４月２５日（日）  10：00～12:00 

【学習内容】  

今月は、総会と同じ日になった為、午前中のみの活動となりました。 

半日という事から、先月の復習をおこないました。 

次回は、「第3章練習問題」から進める予定です。 

【学習内容】  

今回は、先月の続きから進めました。 

・小数点の表示について 日付の表示のされ方 

・セル内での色々な配置の仕方 

・フォントの色々な設定の仕方 

・列幅や行の高さについて  等々を学習し、ｐ97まで進みました。 

次回は、「ｐ98 行の削除」から進めます。 

コロナ禍で自習をされた方、復習していて判らない方 

どうか、お聞きくださいませ。 
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講師 猪股 嘉治さん      

★令和３年４月１０日(土）13；00～15：00  机上学習    江別市情報図書館 

【学習内容】 「Scratch（スクラッチ）」 

第5章 狙撃ゲーム  本格的なゲームを作って行きます。 

5-1 ドラムの音を出し猫が左右に動く 

5-2 自機を左右に動かす 

5-3 敵機1機 回転しながら降りてくる 

 

★令和３年4月17日(土）13：30～15：40  オンライン学習   

【学習内容】 4/10机上学習と同じ 

 

 

★令和３年４月１０日（木）  10：00～12：00 

【学習内容】 

 Excel 初中級 ～すぐ使える！関数入門～ 

何年か前まで行っていた、「会員向け講習会」を復活、開催しました。 

新型コロナ予防の対策は行っていますが、何名の会員の方が参加者されるか、 

心配しましたが、密にならない人数（６名）で良かったです。 

講 習：4月11日（日） 13：00-16：00 

     Excel初級ステップアップ すぐ使える！関数入門 

テキスト：1_関数テキスト 

      2_関数の種類 

      3_練習問題：売上集計 

      4_練習問題：請求書 

内  容：1_関数テキスト 

       ・数式と関数の基本 

       ・関数の仕組みとルール 

       ・関数の入力方法 

      （関数について基礎的な事を説明した） 

2_関数の種類 

       ・数学/三角関数 

       ・統計・データベース関数 

       ・日付/時刻関数 

       ・文字列操作関数 

       ・論理・情報・検索/行列関数 

        （代表的な関数を、サンプルを用いて説明した） 

3_練習問題：売上集計 

4_練習問題：請求書 

      （練習問題をとおして、関数の使用方法を説明した） 

今回の、講習を参考にして 明日の講習に役立てたら幸いです！ 

講師  中村  義広         江別市情報図書館  
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★令和３年４月２４日（土）10:00～12:00 

【学習内容】 

前月かねてから持ち越していたテキストの黒猫と毛糸玉を作成しましたが、中々毛糸玉がうま

くいかず、今回に持ち越した部分と黒猫を仕上げました。 

世話人  中村義広さん 江別市情報図書館  

★令和３年４月コロナ対策のため休講 

 

 

★令和３年４月３日（土） 9:30～15:30 

【学習内容】 

思ったより参加者が多かったため 予約していた部屋からもっと大きな大広間に移

動して学習しました。 

      ・キーボードの役割 

  ・キーボードのキー配列 

      ・文字を入力しない特殊キー 

  ・ホームポジションについて 

      ・指の役割分担について 

      ・タッチタイピングのメリットについて 

  ・入力時の「Enterキー」での確定と改行について 

      ・文節を変更するには  等々 基本の基本を皆で確認しました。 

次回からは、市販の本「ノートパソコン入門」を元に学習することになりました。 

4月17日から その本を元に学習しましょう。 

よろしくお願いします。 

★令和３年４月１７日（土） 9:30～12:30 

【学習内容】 

・これから使うテキストの配布。 

・Windows Updateについて 

・スクリーンセーバーについて を学習しました。 

今回は、広い部屋が午前中しか無く、お昼までとなりました。 

次回 5/1（土）は、大広間で15時まで学習します。  

世話役  藤倉 万里子さん 江別市情報図書

世話役 小池 美津子さん 江別社会福祉センター  

 

会報えぽっく  第２６６初夏の号 発行 ★令和３年５月１日（金） 
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1日（土）  10:00～15:00 初心者部会・江別市社会福祉センター 

5日（水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあホール 

6日（木） 13:00～16:00 チャレンジ部会・情報図書館PC学習室 

8日（土） 10:00～12:30 会員のための講習会・情報図書館PC学習室  

8日（土） 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 

9日（日） 13:00～16：00 市民のための講習会・情報図書館PC学習室 

15日（土）  10:00～15:00 初心者部会・江別市社会福祉センター 

22日（土）  10:10～12:00 
ハッピー部会・情報図書館PC学習室  

「GIMP（ギンプ）・Wordで描画」の学習 

22日（土） 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 

28日（金） 10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室 
テキスト「Wordを究める」からWordの機能を学習します。 

①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 

30日（日） 10:15～15:00 
アーカイブ部会・情報図書館PC学習室  

「Power Point2016（基礎編）」の学習 

2日（水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあホール 

3日（木） 13:00～16:00 チャレンジ部会・情報図書館PC学習室 

5日（土） 10:00～15：00 初心者部会・江別市社会福祉センター 

6日（日） 13:00～16：00 市民のための講習会・情報図書館PC学習室 

12日（土） 10:00～12:30 会員のための講習会・情報図書館PC学習室 

12日（土） 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 

19日（土） 10:00～15：00 初心者部会・江別市社会福祉センター 

25日（金） 10:15～15:15 

学習部会・情報図書館PC学習室 
テキスト「Wordを究める」からWordの機能を学習します。 

①10:15～12：15  ②13:15～15:15 の2回 

26日（土）  10:10～12:00 
ハッピー部会・情報図書館PC学習室  

「GIMP（ギンプ）・Wordで描画」の学習 

26日（土） 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 

27日（日） 10:15～15:00 
アーカイブ部会・情報図書館PC学習室  

「Power Point2016（基礎編）」の学習 

 

５
月 

部
活
動
予
定 

６
月 

部
活
動
予
定 
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今回編集長の竹内さんが退任され、編集部と
しては存亡の危機でした。 

幸い以前会報の編集に携わっていた中村さん
が編集長を引き受けていただくことになり、こ
れで会報も継続して発行していけると、編集部
一同胸をなでおろしたところです。 

会員の皆様の期待に応えるように、これから
も頑張りますので、ご愛読をお願いします。 

竹内さんありがとうございました。中村さん
よろしくお願いいたします。 

 

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

小池 美津子 

「会報えぽつく」第266

                                                          


