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パ

ソコンとどう付き合うべきか
日々進化するパソコンの技術に如何に対応していくか、将来展望を含めて見てみたい。
月刊誌、日経PC21で、パソコンはなぜ「遅く」「重く」なるのか（7月号）、Windows10回復の特効
薬（8月号）の特集が組まれている。それぞれ、５０ページ弱。
パソコンは使い続けていると、知らず知らずして遅くなってくる。その原因はいろいろある。いず
れにしても、対策の第一歩は原因の究明が必要と書かれている。そして、パソコンがどういう仕
組みで動いているのか、根本から理解しておく必要があるとも書かれている。
しかし、Officeソフト（Excel,Word,PowerPoint)などのソフトを利用する一般ユーザーには、理解
するのは難しすぎると思います。
持っているパソコンが、Windows10として仮定して何年使っているか、どの様な使い方をしてい
るか、メモリの容量、SSD/HDDの容量など整理しておく必要があります。
新しい話題として、マイクロソフトは、今年後半に「Windows11」が発売される予定です。
Windows 10 と Windows 11 はどこが違うのか?
Windows 11 は Windows 10 と同じパワーとセキュリティを備え、デザインを刷新。
また、新しいツールやサウンド、アプリが加わったようです。
Windows 11のデスクトップ画面では、今まで左下に表示されていたスタートボタンが、タスク
バーの中央付近に移動している。
スタートメニューも一新され、これまでのタイル形式は廃止。検索ボックスとピン留めしたアプ
リ、よく使うファイルやアプリのアイコンが並ぶ形式に変わっている。

Windows 10のサポートは2025年10月まで継続されるので、今回のアップグレードが行えない場
合も当面は今のPCを問題なく使うことができます。
現在使用しているパソコンでWindows11にアップグレードすると、確実に遅くなると思います。
また、インストールされているソフト、ハード（DVD）が対応しているかも含め慎重に検討する必要
があります。以前Windows7からWindows8にアップグレードした時にブルーレイディスクが使えな
くなった経験があります。
----------------------------------中村義広 <y_naka@webone.ne.jp>
-----------------------------------

－1－

江別パソコン利用研究会

「会報えぽつく」第267夏の号

令和三年七月一日（2021．07．01）発行

コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言により、対面学習をZoomソフトによ
る、オンライン学習となりました。
世話役 猪股 嘉治さん

オンライン学習

★令和３年６月１８日(土）10:00～12：20オンライン学習
【学習内容】 「Scratch（スクラッチ）」
Zoomゲストの学習
共有画面最初から全画面にしない設定
録画画面の見方
第5章 狙撃ゲーム
5-7 効果音とBGMの追加
コスチュウームと音のコピー貼り付け

世話役 小池 美津子さん
★令和３年６月２１日（月）

オンライン学習

10:00～12：00

【学習内容】
「Excel2016基礎」テキストを元に第3章練習問題から進みました。
第3章では、「SUM関数とAVERAGE関数」を学習しましたが、第4章に入って、「COUNTA関数・MAX
関数・MIN関数」の学習をしました。
関数を利用する時の方法として、３通りの方法を確認しました。

世話役 矢萩 巽さん
★令和３年６月２５日（金）

オンライン学習

13：00～15:00

【学習内容】
前回と同様、テキストの要点をPowerPointで作成し、それに音声を加えビデオ化したものを再生した後、
Worksheetで、
①縦横比を指定したトリミング、
②集合写真から証明写真用にトリミング、
③画像を図形の形に切り抜いたときに比率が変わった時の修正方法、
④イラスト画像の背景を透明にするなど、トリミングの色々や画像の修正方法を学習しました。

世話役 小池 美津子さん
★令和３年６月２８日（月）
【学習内容】

オンライン学習

10:00～12：00

「PowerPointl2016基礎」テキストを元に第4章から進みました。
第4章では、PowerPointにグラフを作成する操作を覚えました。
・目的のスライドにグラフを作成
・そのグラフを活用する方法
・グラフの色々な書式設
・グラフの元データの修正の仕方 等々 を学習し、P99まで進みました。
尚、P100.P101の第4章練習問題は、宿題となりました。
皆さま 問題を解いたら小池までお送りくださいませ。
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チャレンジ部会・情報図書館PC学習室

3日（土）

10:00～15:00

初級入門部会・江別市社会福祉センター

7日（水）

13:00～16:00

エポア部会・大麻公民館

10日（土）

10:00～12:00

会員のための講習会・情報図書館PC学習室

10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

11日（日）

休

講

市民向け講習会・情報図書館PC学習室

17日（土）

10:00～15:00 初級入門部会・江別市社会福祉センター

24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）・Wordで描画」の学習

24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」テキストにて学習

25日（日）

10:00～15：00

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室
「Power Point2016基礎編」テキストにて学習

30日（金）

10:15～15:15

学習部会・
午前中は情報図書館PC学習室で対面学習・午後から
オンライン学習 テキスト「Wordを究める」から§7.図
形・画像編２を学習
①10:15～12：15 対面学習 ②13:15～15:15 オンライ
ン学習の2回

4日（水）

13:00～16:00 エポア部会・大麻公民館

5日（木）

13:00～15:00 チャレンジ部会・情報図書館PC学習室

7日（土）

10:00～15:00 初級入門部会・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

14日（土）

お盆休み

会員のための講習会・情報図書館PC学習室

14日（土）

お盆休み

プログラミング部会・情報図書館PC学習室

21日（土）

10:00～15：00 初級入門部会・江別市社会福祉センター

22日（日）

10:00～15:00

アーカイブ部会・情報図書館PC学習室
「Power Point2016基礎編」テキストにて学習
学習部会・
午前中は情報図書館PC学習室で対面学習・午後からオン
ライン学習 テキスト「Wordを究める」から§7.図形・画像
編２を学習
①10:15～12：15 対面学習 ②13:15～15:15 オンライン学
習の2回

27日（金）

10:15～15:15

28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）・Wordで描画」の学習

28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」テキストにて学習
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2021年度（令和3年度）の会費納入をお願いします。
部活動時に持参されるか郵便振り込みをお利用ください。
郵便局からの振り込み
１．払込取扱票に次の内容を記入する
①「口座記号」 ・・・
02750=1=
②「口座番号」 ・・・
57836（右詰め）
③「金額」
・・・ 2000円
③「加入者名」 ・・・
ＥＰＯＣ
④「通信欄」
・・・ ＥＰＯＣ入会金or会費
⑤「ご依頼人」 ・・・
会員様のおところ、おなまえ
２．ゆうちょ銀行からＡＴＭで振り込む
①記入例に従って、１．の内容を記入します。
②ATM画面の「ご送金」をタップします。
③一番上の「振込書での送金」をタップします。
④「お知らせ」が表示されるので「次へ」をタップします。
⑤「払込書」の画面が出たら、「払込取扱票」を「払込書」挿入口に差し込んでください。
⑥「払込書」がスキャンされて画面に」表示されるので内容を確認して、「確認」をタップします。
⑦口座番号が間違っていないか確認して、「確認」をタップします。
⑧スキャンされた払込金額を入力します、「円」まで入力したら「確認」をタップします。
⑨振り込む金額と振込手数料が表示されます。正しければ、「確認」をタップします。
⑩「お支払方法を選択してください」から「現金」をタップします。
⑪「電話番号」が表示されるので、市外局番から、自分の電話番号を入力して下さい。
⑫紙幣を入れる口が開くので、現金を入れて下さい。
⑬現金を入れ終わると確認画面になるので、「確認」をタップします。
⑭送金が始まり、「しばらくそのままでお待ちください」が表示されます。
⑮終了すると、「ご利用明細表」がでてきますので保管して下さい。
これで、振込作業完了です。
３．記入例

郵便局の「振込取扱票」の記入例です。
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EPOCのみなさま
当初 情報図書館では、7月いっぱい利用出来ない。との事でしたが、
6/29に情報図書館より連絡があり、パソコン学習室を利用できるとの事です。
勿論昼食会場も利用できます。

7/1のチャレンジ部会は、あまりに日程が近すぎる為、調整が付きませんでした
が、他の7月の部会予定は、情報図書館・大麻公民館・福祉センター すべて活動出
来る事になりました。
尚、まだまだ新型コロナは、元気が有ります。
そこの所 各部会では考えていらっして、ZOOM学習と併用されることも考えておりま
す。
各部会の世話役の方々のアナウンスを、お聞きいただきご参加ください。
久しぶりにみなさんにお会いできます。 嬉しいです～
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
小池美津子 koikemituko@live.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－5－

江別パソコン利用研究会

「会報えぽつく」第267夏の号

令和三年七月一日（2021．07．01）発行

４月から新たに、５名の方が入会されました。

上田 直正さん
・野幌東町
・自治会の資料作成にパソコンを利用しています。インターネットはしていません。

中橋 悦子さん
・大麻桜町
・Excelを勉強したい。

合掌 明美さん
・見晴台
・以前にPCを少し使っていたので、忘れないため、excelのいろいろな機能を知りたい
と思いました。インターネットではわからないことなどを調べています。
オンライン学習はなかなか受けることができません。

山本 明実さん
・牧場町
・excelを学びたいと思いました。が、まずＰＣに慣れることから始めたいです。

清水 香子さん
・あけぼの町
・Excelを学びたい。

新型「コロナウイルス感染」対策として、
5/16（日）「緊急事態宣言」が発令され、延長

後、6/20（日）に解除となり、
引き続き7/11（日）まで「まん延防止等重点措
置」が発令された。

h t t p : / / e - e p o c .j p / w p /

ワクチン接種もシニア世代の情報では、
１回目が終わって２回目も決まっているよ！
と返答があるようになった。
オリンピックも予定されているが感染者の

小池 美津子
「会報えぽつく」第267

数が心配になる今日この頃です。早くマスク
を外せる日が待ちどうしいですね！（中村）
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