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8月27日（金）～9月12（日）まで緊急事態宣言が出されました。
私たちが利用できる江別市の公共施設等は大半が閉館となっています（不便ですね）。
江別市の新型コロナ感染に関する情報は、8/30（月）発表で、累計で846人となっています。
私たちへの要請として、
●不要不急の外出を控える
●特に、20時以降の外出を控える
●加えて、特に週末の外出を控える

●大規模商業施設など混雑した場所への外出を半減させる
更に「基本行動」として、マスク着用・手洗い・手指消毒・人と人との距離の確保が求められています。
ワクチンの接種状況は、
江別市全体 111，294人 1回目接種者数 66，892人 （60.1％）
2回目接種者数 46，346人 （41.6％）
65歳以上

39,453人 1回目接種者数 34，149人 （86.6％）
2回目接種者数 33，262人 （84.3％） （江別市ＨＰより）

この数字を見ると順調にワクチン接種が進んでいるようですね。
私の周りでも、若い方のワクチン接種が進んでいるように感じています。
特に若い方は、接種後の副作用で発熱・頭痛等の症状が出ているようですので、注意が必要です。
EPOC会員の方はいかがでしょうか？
情報機器をうまく活用して、リモート学習等をされている方もいますね。
＜参考＞
大阪日日新聞の記事で、オンライン時代「高齢者とIT」で紹介されている内容、
Aさん：「せっかく教わっても、使わなければすぐ忘れる。必要となる仕事があるわけでもないので、日
常の中で生かせることを見つけたい。」
Bさん：「仕事でパソコンを使った文章作成や表計算の経験はあったが、写真加工は初体験。目標は
オリジナルカレンダーの作製で、「誰かの役に立ちたいというのが一番。カタカナの専門用語を覚える
も、いい認知症予防になる」。
・・・高齢者にも急速に浸透していくＩＴ技術。新しい生き方を支える力につながっている気がします。
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☆７・8月の部活動報告 ☆
オンライン学習
★令和 ３ 年８ 月 ２７ 日 （金） 13:00～15：00
世話人 矢萩 巽さん
【学習内容】

テキストの「§8.差し込み文書_宛名ラベル印刷編」より
印刷する方法はいくつかの方法がありますが、「差し込みウィザード」を使って手順
良くデータを作り、印刷する方法を学習しました。
今回はラベルシールに印刷する例で説明しましたが、普通紙に印刷して使用する場
合のために、格子状の枠線を入れる方法も説明しました。
また、応用として文書に個人名を個々に入れることもできることも説明しました。
次回（9/24）はExcelの機能や関数を使って、入力作業が少なくて済む住所録の作成
方法を学習します。

江別市情報図書館

大麻公民館

世話人 藤倉 万里子さん
★令和3年7月7日（水）13：00～16：00

【学習内容】
会員各自で持ち寄った課題について学
習し、解決しました。

世話人 藤倉 万里子さん
★令和3年7月24日（土）10:15～12:00

【学習内容】
６月にお送りしていたテキストを元にしてスイ
レンを描いて見ましたがそれぞれに素敵な
画像になりました。
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☆７・８月の部活動報告 ☆
江別市情報図書館
★令和３年８月５日（木）
【学習内容】

13：00～15：00

世話人 中村 義広さん

１．パソコンの起動が遅いのでＨＤＤからＳＳＤに交換できるか？
・可能です、ただし次の物が必要。
メーカーで販売している変換ケース＆ＳＳＤを購入する。
私が実際に行ったのは、ＥＬＥＣＯＭ製の製品：ESD-IB0960(960GB)約2万円。
２．自動ログオンの不具合について
設定画面から仕組みについて検証
３．バックアップについて
・バックアップの目的、必要性
システムデータ（ＯＳ、アプリ・プログラム）は、通常のコピーは使えない。
ユーザーが作成して保存したデータ、画像データなどはコピーで可能。
システムデータのバックアップは専用のプログラムを購入するのが良い。
４．タスクバーに表示されるようになった、温度、天気予報などを消すには？
タスクバーの空いている場所で右クリック→「ニュースと関心事項」→「無効」に変更する

江別市社会福祉センター
★令和3年8月７日（土） 10：00～15：00

★令和3年７月17日（土） 10：00～15：00

【学習内容】

【学習内容】

世話人 小池 美津子さん

「今すぐ使える かんたん ノートパソコン入
門」テキストを元に「第3章 インターネットを楽し
もう ｐ67～」から進みました。
最初に「Internet Explorer」と「Microsoft
Edge」について確認し、その後「Microsoft
Edge」の設定について確認しました。
・「タブ操作メニュー」について その便利な訳
・「Microsoft Edge」の起動時の開くタブの設
定方法
・「ホーム」ボタンの指定の仕方
・好みの外観に設定する方法
・各部名称についてや、表示されていないボ
タンの表示の仕方 等 色々な設定の仕方
を確認しました。
それから、「戻る」ボタン・「進む」ボタンにつ
いて「ホームページ」の検索の仕方 「お気に入
り」に登録する方法、「ニュースの見方」や「江
別の天気の見方」を確認し、ｐ83 まで進み 終
了しました。
次回は、ｐ84から進める予定です。

世話人 矢萩 巽さん

テキスト「ノートパソコン入門」の52ページ
セクション16 「文章を入力しよう」から始め、
64ページ セクション21 「ファイルを移動・削
除しよう」まで進みました。
テキストで説明のない裏技なども含め説明
しましたが、理解いただけたかと思います。
今回、EPOCに中野 眞理子さんが入会さ
れましたので、お知らせします。
各部会にも参加希望があるようです。名札
を作成して渡してありますので、名札を付け
て参加するようにお願いしてありますので、
参加された場合はよろしくお願いいたしま
す。
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☆７・８月の部活動報告 ☆
江別市情報図書館

江別市情報図書館
★令和３年７月２４日（土）13:00～16：00

★令和３年７月２５日（日）10:00～15:00

世話人 小池 美津子さん

世話人 小池 美津子さん
【学習内容】

【学習内容】

「Excel2016基礎」テキストを元に第4章 ｐ121
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、今回は、「相対参照」と「絶対参照」
の使い方をテキストと用意した練習問題で身
に付けて頂き ｐ125まで進みました。
また 今回からExcelでの便利な機能を一つ
づつご紹介していこうと思います。
喜んで頂けたら嬉しいです。
次回は、ｐ126から進める予定です。

「PowerPoint2016基礎」テキストの「第5章

図形やSmartArtグラフィックの作成」から
学習しました。
・スライドに図形を作成し、よりスライドが
解りやすくする
・SmartArtグラフィックを作成し、文字を入
力する仕方
・図形やSmartArtグラフィックの利用の仕
方 等 を学習しｐ121まで進みました。
次回は、ｐ122から進める予定です。

世話人 猪股 嘉治さん
★令和３年７月１０日(土）13：00～15：00
★令和３年７月１６日(金）10：00～12：00

江別市情報図書館 対面学習
オンライン学習

【学習内容】
「Scratch（スクラッチ）」

第７章 コスチュームと音のコピー貼り付け
第８章 スプライトの保存とアップロード
第９章 スプライトの名前の変更と非表示
※ 9月プログラミング部会の予定

コロナで中止です。

「江別市がコロナウイルスのまん延防止措置区域に指定されたため、9月12日まで「情報図書
館・エポアホール・福祉センター」が臨時休館となることが決まりました。それに伴い８月の「アー
カイブ部会」「学習部会」「ハッピイ部会」「サムデイ」「初級入門部会」が休講となりました。
オリンピック 素晴らしい感動の毎日でした。しかし、オリンピック後 こうなるのも判っていたこと
では？ だからこそ事前対策が打てなかったのかと、思う毎日です。

私たちみんな 元気に会える日まで 頑張りましょうね。
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１日（水）

休

講

エポア部会・大麻えぽあ会場

２日（木）

休

講

月

チャレンジ部会・情報図書館
Wordスッテプアップ講座

４日（土）

休

講

初級入門部会・江別市社会福祉センター

部

１１日（土）

活

１１日（土）

休

講

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

動

１２日（日）

休

講

市民向け講習会・情報図書館

９

予
定

10:00～12:30

会員のための講習会・ｵﾝﾗｲﾝ学習

１８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（金） 10:15～15:15

学習部会・情報図書館
・１部10:15～12:15 ・2部13:15～15:15

２５日（土） 10：15～12：00 ハッピー部会・情報図書館
２５日（土） 13：00～16：00

サムデイ部会・情報図書館
「Excel2016基礎」の学習

２６日（日） 10：15～15：00

アーカイブ部会・情報図書館
「Power Point2016（基礎編）」

「江別市がコロナウイルスのまん延防止措置区域に指定されたため、9月12日まで
「情報図書館・エポアホール・福祉センター」が臨時休館となることが決まりました。
それに伴い９月の部会も一部休講となりす。

10

２日（土） 10：00～15：00 初級入門部会・江別市社会福祉センター
６日（水）

13：00～16：00 エポア部会・大麻えぽあ会場

月

７日（木）

13：00～15：00 チャレンジ部会・情報図書館

部

９日（土）

10：15～12：00

会員のための講習会・情報図書館
Excel初中級

活

９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

動

１０日（日） 13：00～16：00 市民むけ講習会・情報図書館
１６日（土） 10：00～15：00 初級入門部会・江別市社会福祉センター

予

２２日（金） 10:15～15:15

定

２３日（土） 10：15～12：00 ハッピー部会・情報図書館

学習部会・情報図書館
・１部10:15～12:15 ・2部13:15～15:15

２３日（土） 13：00～16：00

サムデイ部会・情報図書館
「Excel2016基礎」の学習

31日（日） 10：15～15：00

アーカイブ部会・情報図書館
「Power Point2016（基礎編）」
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indows Updateでタスクバーに天気予報のアイコンが表示された。
消去するにはどうすればよいですか。誰か教えてください。

スクバーに表示されるようになった、温度、天気予報などを消すには？
タスクバーの空いている場所で右クリック→「ニュースと関心事項」→
「無効」に変更する。
中村（チャレンジ部会より）

感染対策が叫ばれ、行動が制限される最中ですが、
一昨日手稲山登山をしました。
車で登山口「平和の滝」まで行くと駐車場は満車状態
で、そこから登り3時間、下り2時間強、非常に天気が良く
汗だくの山行となりました。（中村）

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

小池 美津子
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