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■ 日時： ５月１９日（日） １５：００～ 

■ 場所： 江別情報図書館 ２階 デモ展示室 

 上記日程にてＥＰＯＣ創立後、第２５回目の年次総会を開催します。 

皆様方も是非総会に出席して、ＥＰＯＣの活動内容に関する貴重なご提案

や疑問に思っている点の質問等 、積極的に発言して頂き、それに基づい

て会が運営され、ＥＰＯＣが皆さんと一体となった会とし益々発展するよ

う努力しようではありませんか。 

 
★ 日時：５月１９日（日）１７：３０ 

★ 場所：「いろは」 野幌５７－２ 

  電話 ０１１－３８２－１６８９ 

★ 費用： 割り勘 

 総会終了後、右記の如く懇親会を開催し

ます。 

 春になり陽気も暖かくなり、夜を楽しむ

事が出来る季節になって来ました。 

 久し振りに皆さんと一堂に会し、大いに

飲み食いし、話し合いをし、皆で懇親会を

盛り上げて行きましょう。 

■多数の方の参加をお待ち申し上げます。 

 

（髙橋 晃 記） 
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 ３日（水）  13:00～16:00 ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

１２日（金） 13:00～14:50 ●シニア部会・情報図書館 

１３日（土）  

10:15～12:00 ●DCE・会員への講習会・情報図書館 

13:00～14:50 ●誕生日カードの作成・情報図書館 

15:00～17:00 ●office部会・情報図書館 

１４日（日） 13：00～16:00 ●ワード初級・情報図書館 

１６日（火） 13:00～16:00 ●シニア部会・野幌公民館 

２１日（日） 
10:00～ ●幹事会・情報図書館 

13:00～15:30 ●web学習会・情報図書館 

10:15～12:00 ●学習部会・情報図書館 

２７日（土）  13:00～14:50 ●サムデイ・情報図書館 

15:00～17:00 ●office部会・情報図書館 

  １日（水） 13:00～16:00 ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

１０日（金） 13:00～14:50 ●シニア部会・情報図書館 

 

１１日（土） 

    

10:15～12:00 ●DCE・会員への講習会・情報図書館 

13:00～14:50 ●案内状作成・情報図書館 

15:00～17:00 ●office部会・情報図書館 

１２日（日） 13:00～16:00 ●Excelの初歩・情報図書館 

１９日（日）   
10:00～12:00 ●web学習会・情報図書館 

 15:00～ ●総会・情報図書館 

２１日（火） 13:00～16:00 ●シニア部会・野幌公民館 

10:15～12:00 ●学習部会・情報図書館 

２５日（土）  13:00～14:50 ●サムデイ・情報図書館 

15:00～17:00 ●office部会・情報図書館 

 

             

 

 

                         

     矢萩 巽さん  江別市元町 

   ＨＰやＢlogの開設を考えていませんが、一般的知識として習得したいと考え入会します。 

  また、長年パソコンに関わっていましたので、ExcelやWordについては、初心者に教える事が 

  出来ますので、スタッフとしてお手伝いできれば幸いです。 
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情報図書館 

10:15〜12:00 

 

 

★日時 ３月２３日（土） 

 世話人 小池美津子さん 参加者 １３名 

本日の活動内容  

Excel・Word・インターネット関係など判

らないところを皆で教え合いました。 

来月は、、、、４月２７日です。 

こんなこと知りたい！ 

こんなこと知らない人に教えたい！ 

是非 ご参加ください。待ってま～す！！ 

 

★平成２４年度 第２１回  ３月９日（土）   

 講師 猪股 嘉治さん 参加者 ６名 

 ＝学習内容＝ 

「クイックアクセスツールバー」を説明  

* 「My手帳を作る」  

★平成２４年度 第２２回 ３月２３日（土） 

 講師 藤倉 万里子さん 参加者 １３名 

   ＝学習内容＝  

* Wordの図形を利用してカーネーション描画 

 

情報図書館 

15:00〜17;00 

 

★平成２５年３月１７日（日） 

 講師 西山真理子さん  参加者 ６名 

       ＝学習内容＝ 

 Section29～42まで進みました。 

 Section36からは画像を壁紙に設定した  

 り、画像の挿入、大きさの指定、文字列  

 の回り込みなどをやりました。 

 次回は、Section43からいよいよ第５章に 

 入ります。しっかり予習・復習をしておき  

 ましょう。  

情報図書館 

13:00〜15:30 

 

日 付 時 間 場 所 

      ６日（水） 13:00～16:00 大麻えぽあ会場 

     ８日  (金） 13:00～14:50 情報図書館 

  １９日（火） 13:00～16:00 野幌公民館 

３月  

 
 

 

 

★平成２５年３月２３日（土） 

  講師 小池美津子さん 参加者２０名   
  ＝学習内容＝ 

今回は、[タブとリーダー]を練習問題を取り入

れて、学習しました。 

昨日もご説明した通り 身につけるためには、 

タイミングをみて学習するのが、必須とのこ

と!! 次回までに、テキスト・練習問題・ドリ

ルLesson11 を楽しみながら、しっかり確認

しておきましょう～～♪ 

次回は・・・4月27日（土）13:00～14:50 

情報図書館 

13:00～14:50 

 情報図書館 

10:15～12;00 

★平成２５年３月９日（土）  

講師 小池美津子さん 参加者 ８名   
 ＝学習内容＝ 

 ・昨年4月にリニューアルした「SkyDrive」の 

  最大の特徴である 

 《同期型》のオンラインストレージに変わった  

  部分を皆で確認しました。 

 ・Windows Live ID の作成の仕方。 

 ・専用アプリ（SkyDrive アプリ）を   

   「SkyDriveアプリを入手」ボタンから 

  インストールして、「同期」する方法。 

 ・そうすることによるメリットの確認。等々 

 ・「SkyDrive」にアップしてある[旅の動画]   

      を 皆で閲覧。 

   ・連絡先の登録の仕方 等々 

 当日は、ひどい天気で、雪投げで皆さん大変 

 だったと思います。 

 参加頂いた皆様 ありがとうございました。 

 来月までに、土曜日学習したことを実行して  

 みてください。 

 疑問に思う時は、迷うより聞いた方が、早く 

 解決できますので、お聞きくださいね～♪ 

      “日々徒然…”かすかに春の音が♪ 

 随分と多かった今年の雪ですが、お彼岸も過ぎ暦が卯月に近づくと、かすかに春の音が聞こえて来て心弾みます。 

 とは言っても現実の我が家の庭に目を向けると未だに雪が堆く（うずたかく）あり、少々の雨風ではビクともしないでガンバッているようで

すが、松・木蓮・白山石楠花等は、背が高いので健気にも深い雪の中から凛とした姿を現し誇らしげに、すっくと背筋を伸ばしています…勁い

なぁ。 

どんな状況にも諂わず（へつらう）ただひたすら人に癒しを与えてくれる庭の花木達。 

 我が家の喜びも悲しみもじ～っと見つめ続けみんな吞みこみ、それでも尚美しい姿で、見守ってくれる…どれほど慰められたことでしょう。 

 長かった冬も分を弁え（わきまえ）廻りくる春を確かめると、さり気なく去っていく。それを肌で感じた時「自然って素晴らしい…」 

 やがて庭の主でもある、つぶやき相手の「タヌ」君が、おおきなアクビをしながら目覚め、花芽の息吹くのをじ～っと優しく待つ事でしょ

う… 

 「春よこい・早く来い」の心境です。 

 古人（いにしえびと）の歌の中にも春を詠んだのが多く季節のなかで一番待っていたで、あろうことが窺われます。 

“花さそう 嵐の庭の雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり” 入道前太政大臣  

 さて、私ごとですが今年度で編集部を辞めさせて頂きます。 

長い間、拙い文章にお付き合い下さいました事心より御礼申し上げます。 

 有り難うございました。               佐藤 慶子 
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 消してしまったファイルを復元（ＵＳＢメモリー） 

  ■ ＵＳＢメモリーに入っているファイルを削除すると、通常は「ゴミ箱」に入らず 

     に消 えてしまうが、復元ソフトをＵＳＢメモリーに入れておけば、一度削除し 

     たファイルも元に戻せる。（上書き保存したものは戻せません） 

  ■ Data  Recoveryのインストール（フリーソフト） 

  トキワ個別教育研究所 
    www.vector.com.jp/soft/win95/util/se382922.html 
    ①「ダウンロード」をクリックして、LZX 形式のファイルを入手。 

  ソフト解凍後にフォルダーごとUSBメモリーにコピーする。 

    ②  「Data Recovery」の実行ファイルを起動→USBメモリーのドライブを選択→ 

  「スキャン」を押す。 

復元可能なフアイルの一覧（削除されたフアイル）が表示される。 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se382922.html&usg=AFQjCNFQUwlZgiVBFqscs6khmdRZl3S3rw
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  ③ 表示されたファィルの一覧から復元したいファイル（例 部活動カレンダー）を選択→ 

    「リカバリ」ボタンを押す。 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④ 開く画面で復元するファイルの保存先（例 デスクトップ）を選び「OK」を押す。 

    復元したフアイルを保存する先を上書き防止のため、USBメモリー以外の場所にする事。                           

                           

                                                                                     部活動カレンダーが、デスクトップに表示された。 

                           

  「参考」 

 一覧から削除したいものがあれば、削除した  

 いファィルを選択→「消去」選択で削除する   

 事も出来ます。 

 但し一度削除したものは復元出来ません。 

（髙橋 晃 記） 
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 随分と多かった今年の雪ですが、お彼岸も過ぎ暦が卯月に近づくと、かすかに春の音が

聞こえて来て心弾みます。 

 とは言っても現実の我が家の庭に目を向けると未だに雪が堆く（うずたかく）あり、

少々の雨風ではビクともしないでガンバッているようですが、松・木蓮・白山石楠花等

は、背が高いので健気にも深い雪の中から凛とした姿を現し誇らしげに、すっくと背筋を

伸ばしています…勁いなぁ。 

どんな状況にも諂わず（へつらう）ただひたすら人に癒しを与えてくれる庭の花木達。 

 我が家の喜びも悲しみもじ～っと見つめ続けみんな吞みこみ、それでも尚美しい姿で、

見守ってくれる…どれほど慰められたことでしょう。 

 長かった冬も分を弁え（わきまえ）廻りくる春を確かめると、さり気なく去っていく。

それを肌で感じた時「自然って素晴らしい…」 

 やがて庭の主でもある、つぶやき相手の「タヌ」君が、おおきなアクビをしながら目覚

め、花芽の息吹くのをじ～っと優しく待つ事でしょう… 

 「春よこい・早く来い」の心境です。 

 古人（いにしえびと）の歌の中にも春を詠んだのが多く季節のなかで一番待っていた

で、あろうことが窺われます。 

“花さそう 嵐の庭の雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり” 入道前太政大臣  

 さて、私ごとですが今年度で編集部を辞めさせて頂きます。 

長い間、拙い文章にお付き合い下さいました事心より御礼申し上げます。 

 有り難うございました。                         (佐藤 慶子 記） 

    

編 集 後 記 
 

 

  

     今年の冬は、年初来より大雪の日が続き皆さん苦労されたのではないでしょうか？ 

   やっと春らしくなって来ましたね。 

     ４月とは、花の盛りに諸鳥さえずる春たけなわの月であり、春曇りの温暖な日が続いて 

   木々が芽吹き、雨も多くなる時でもあります。 

     新年度に入り再出発の時でもありますので、皆さんと共にアイデアを出し合い頑張って 

   行きましょう。 
（髙橋 晃 記） 


