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        ＥＰＯＣ会長 ご挨拶      岡村 繁美 

 会員皆様の出席をいただいて今年度の総会を終わらせていただきました。 

 ありがとうございました。 

 引き続くコロナ禍の難しい環境下にあっても、役員・世話人の方々の献身的

なご努力と会員の方々の熱心さに支えられ、一年間の活動と絆を繋いでこれ

たことを大変嬉しく思います。 

 尊い命が失われています。新型コロナウイルス感染を克服するため努力しているさなか、昨

年２月突如、軍がクーデターのミヤンマー、平和の祭典北京オリンピック閉幕直後のプーチ

ン・ロシアによるウクライナ侵攻。多数の犠牲者や難民を生み、世界秩序を一変させていま

す。戦争が長引くことは、失われる命や国土の荒廃をもたらすしかありません。一日も早い平

和な日常が取り戻されることを願うばかりです。 

 情報活用能力向上を目指すとともに、その成果を地域社会に還元し貢献する、会の目的を

改めて共有しながら、今後、新たな活動領域にも挑戦し皆様とともに明日のEPOCを育てて

いきたいと考えています。 

 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

2022年度総会を終えて・・・新たなEPOCの歩み 
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        ＥＰＯＣ代表幹事 ご挨拶      小池 美津子 

2022年度 総会」が4月24日に開催され、大勢の会員みなさまの参加をいただ

き、来賓として情報図書館館長「表 誠さま」のご出席を賜り、岡村会長の議事

進行の中「2021年度 活動報告」・「2022年度 活動予定報告」すべて承認いた

だき無事終えることが出来ました。総会に関わったみなさま ありがとうございま

した。 

今回、3名の幹事がEPOCを退会されたことに伴い 女性３名の方に幹事をお

願いしたい。と提案しその場で承認されました事を合わせてご報告いたします。 

EPOCの活動は、お互いに学び合う会です。会員の中から自主的に「このような事を学び合い

たいので部会を作りたい」との提案により「部会」がスタートします。 

まさに、今回新しく誕生した「入門部会」「YouTube部会」がそうです。 

最初は、判らない同士で勉強しても、それを積み重ねて みんなで知識を深めていければ、関

わったみんなのスキルアップに繋がります。これからもお互いに覚えたいと思う事や関心のある

事を研究し探求していきましょう。 

さて、今回の総会では、画期的な事が承認されました。それはEPOCとして「デジタル支援活

動」を進める事が承認された事です。これから大きな流れの一つになるでしょう。詳細は、順次

お伝えしていきます。乞うご期待です。(笑)  

常々 EPOCのみんなが「知りたい事！」「仲間として楽しんで学べる！」環境作り。その結果「生

活の中でより豊かな生き方が出来る！」には、どうしたら良いかな～～？と、考えております。そ

の方法を、みんなで模索しながら目標に向かって進んでいきましょう～！   
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YouTube部会と入門部会が新設されました 

 

◆ 入門部会 

：新しくEPOCに入会された方やパソコンの基本的なことを学んで、EPOCでの活動

をスタートされる方が対象で、参加期間は3か月です。その後、各部会でおこなっ

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：小池 美津子 

：情報図書館パソコン学習室 

：毎月 第4土曜日 10：00～12：00  

：2022年4/24・5/22・6/26・7/24・8/28・9/25・11/27  

2023年1/22・2/26・3/26 

 

 

◆ YouTube部会 

：この部会は、まずは動画編集の基本を学んで行きます。 

ゆくゆくは、YouTubeの自分のチャンネル作成と動画のアップを目指します。 

世 話 人：西山 眞理子 

：社会福祉センター・６月から活動センターあい 

：毎月第4月曜日 13:00～15：00  

：2022年/4/25・5/23・6/27・7/25・8/22・9/26・10/24・11/28 

2023年/1/23・2/27・3/27 
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世話人 中村義広さん 

【学習内容】 

情報図書館 

今年度、最初の部会開催で、社会福祉センターのWifiを利用して活動しました。 

個人のノートパソコンを持参してもらって、学習（問題解決）しました。 

１．SSDとは？ 

  SSDはソリッドステートドライブのことです。 

  SSDにも種類があります。 

  １）パソコンのメモリー（読み書き速度：約6GB/秒） 

  ２）SATA SSD（HDDの代替） （読み書き速度：約550MB/秒） 

  ３）外付けSSD（外付けHDDの代替）（読み書き速度：約1000MB/秒） 

    通常のHDDの約７倍の速度で動作。 

  補足：USB2.0 実効速度 約250Mbps、USB3.0 実効速度 約600Mbps以上 

２．Googleアカウントについて 

  出席者全ての人が登録済みでした。 

３．メールについて 

  Outlookアプリで、数種類のメールを受信するには設定をどうする？ 

  Outlookでそれぞれの（Gmail、Yahooメール）アカウントを追加する。 

４．スマートフォンでFacebookを追加するには？ 

５．パソコンで動作しているプログラムの種類 

★令和４年４月７日（木）13:00～16:00 

 

 
リモート学習 

★令和４年４月９日（土）13：30～15：30  

世話人 猪股 嘉治さん 

【学習内容】 

学習内容「Scratch（スクラッチ）」 

第5章 狙撃ゲームその７敵キャラの種

類を増やそう 

敵キャラに中ボスを増やしました 

 

★令和４年４月１６日（土）13：00～15:00 

社会福祉センター 世話人 小池美津子さん 

【学習内容】 

開催する前に何人かのPCに更新プログラムが入ってきていたので、更新している間に、前日

にリモート参加した「Microsoftの方のWindows11の講演」内容をお伝えしました。 

その後、「ノートパソコン入門」テキストのｐ30から進み、「スリープ」「休止状態」「シャットダウ

ン」「再起動」の4つの意味と使い方を確認しました。 

ｐ32からは、回線事業者やプロバイダーの事やそれぞれの選び方について説明をし、ｐ34ま

ですすみ終わりました。 

次回は、第2章から進める予定です。 

①googleアカウントの作成。 

②YouTubeチャンネルについての

大まかな説明。 

③無料動画編集ソフトFilmora11のダウンロー

ドとインストール 

世話人 西山 眞理子さん 
★令和４年４月２５日（月）13:00～15：00 

【学習内容】 

社会福祉センター 
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今年度からスタートした部会です。 

初めてEPOCに入会されて、これからパソコンの色々な事を学習される方にまず、「基本の基」

として基本的な事を学習して頂けたらと思い開部しました。 

お一人の参加回数は、①テキストが終了するまで ②３回参加された どちらかの方です。 

1回目：「パソコンでなにができるの」 

2回目：「マウス操作になれましょう」 

3回目：「キーボード操作になれましょう」を予定しています。 

昨日は、その第1回目でした。参加されたみなさま 満足して頂けたら嬉しいです。次回は、5月

22日です。 

世話人 小池美 津子さん 情報図書館 

★令和４年４月２４日（木）10:00～12:00 

【学習内容】 

 

世話人 藤倉 万里子さん 

★平成４年４月２３日(土)10:00～12:00 

情報図書館 

【学習内容】 

三枚の写真を合成しました 

背景の暗い鳥居の写真を明るくして、レイ

ヤーマスクでぞうさんと犬の写真を背景を

透明にして入れてみました。 

ぞうさんは勿論犬に比例して拡大しまし

た。 

【学習内容】 

★平成４年４月６日（水）13：00～15：00 

世話人 藤倉 万里子さん  

大麻エポアホール 

ＧＩＭＰ，エクセル作表、Wordで画像の貼り付

け、料理レシビの書き方など、各自で持ち寄っ

た問題にみんなで取組み、和気あいあいと活

動しました。 
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情報図書館 世話人 小池美津子さん 

【学習内容】 

★令和４年４月２３日（土）13:00～16:30 

★平成４年４月９日（土）10:00～12:30 

世話人 小池美津子さん 情報図書館 

【学習内容】 

「PowerPoint2016基礎」テキストの「総合問題２」から学習しました。 

SmartArtグラフィックのレイアウトを変更したり、その中に画像を挿入したり、スライドに表を挿入し、見

やすいスタイルに変更したりとPowerPointの操作は楽しいです。 

「総合問題３」は、宿題にしました。（送って下さった皆様ありがとうございます。） 

お休みだった方、「総合問題２・３」を解いてみて下さい。皆さんなら きっと出来ます。 

「総合問題２」「総合問題３」試した方 小池まで送って見せて下さい。 

次回は、5月14日（土）10時15分からは、「総合問題３」の確認から進める予定です。  

第一部 

「Excel2016基礎」テキストの「第8章 データベースの利用」から学習しました。 

まず、前回の復習として並べ替えに関した問題を解いていただきました。 みなさん 素晴らしいです～‼ 

その後、ｐ209からのフィルター機能を使った「データの抽出」の色々な仕方を確認しp217まで進み終了

しました。 

次回5月28日も、復習を兼ねた問題を用意する予定です。 

 

第二部 

「Excel2016基礎」テキスト「第2章 データの入力」のｐ48から進みました。 

今回は、「コピー・貼り付け」「切り取り・貼り付け」「貼り付けオプション」をしっかり学習し、クリアの仕方で

は、用途に合わせた色々なクリアの仕方を確認しｐ52まで進みました。 
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 ４日（水） 13：00～16:00 エポア部会・大麻エポアホール 

８日（日） 13：00～16：00 市民向け講習会 

１２日（木） 13:00～15:00 チャレンジ部会・情報図書館 

１４日（土） 

10：00～12：00 
アーカイブ部会・情報図書館 

「PowerPoint2016（基礎編）」 

13：30～ 
プログラミング部会・リモート学習 

Scratchでプラグラミングの学習 

２１日（土） 13:00～15：00 初級部会・社会福祉センター 

２２日（日） 10：00～12：00 入門部会・情報図書館 

２３日（月） 13:00～15：00 YouTube部会・社会福祉センター 

２８日（土） 

10：00～12：00 ハッピー部会・情報図書館 

13：00～16：00 サムディ部会・情報図書館 

１日（水） 13：00～16:00 エポア部会・大麻エポアホール 

 ２日（木） 13:00～15:00 チャレンジ部会・情報図書館 

１１日（土） 

10：00～12：00 
アーカイブ部会・情報図書館 

「PowerPoint2016（基礎編）」 

13：00～17：00 
プログラミング部会・情報図書館 

Scratchでプラグラミングの学習 

１２日（日） 13：00～16：00 市民向け講習会 

１８日（土） 13:00～15：00 初級部会・活動センターあい 

10：00～12：00 ハッピー部会・情報図書館 

２５日（土） 
13：00～16：00 サムディ部会・情報図書館 

２６日（日） 10：00～12：00 入門部会・情報図書館 

２７日（月） 13:00～15：00 YouTube部会・活動センターあい 
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http://e-epoc.jp/wp/ 

小池 美津子 

「会報えぽつく」第272初夏

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。 

メールアドレス  

長年EPOCの世話人としてお世話していただいた矢萩さんが、都合により三月末をもって退会
されました。 従って2022年度から学習部会は無くなりました。 

三月の最後の学習部会にて、学習部会々員により今までの多岐にわたるご教授に対し、感謝
の気持ちを表したいとお礼と花束を差し上げ、今後の矢萩さんの活躍とご健勝を祈願致しまし
た。 

 

 

 

 

 

今年初めての、ＪＲヘルシーウォーキング幌内鉄道全通140周
年記念！ 

手稲駅周辺の基本コース 約12.5㎞（3時間）に参加しました。 

野幌駅まで自転車で行き、手稲駅で下車してウォーキングマッ
プをもらいスタートしました。 

軽川を挟んで鯉のぼりが数か所たなびき、桜もきれいに咲いて
いました。 

前田森林公園では、桜の木の下で家族連れがお弁当を食べてい
て、とても平和な日本の現実を感じました。 

mailto:epoc.e.one@gmail.com?subject=オフミこーなーへ

