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幹事 西山真理子 

 江別市の住民になって４年になります。そん

ななかで偶然知った情報図書館でのEPOCの活動

でした。もともと人付き合いが苦手で最初はう

まくとけ込めるか不安でしたが、会員の方達が

優しく迎え入れてくださって今ではとても楽し

く講習会を受けさせてもらっています。 そん

な私が今年度から役員を仰せつかって、はてど

うしたらよいものやら……  微力で

はありますがEPOCのより良い発展のた

めに貢献できればと思います。皆様こ

れからも宜しくお願いいたします。 

幹事 増子 貞光 

 この度シニア部会の幹事に任命された増子で

す。昨年ＥＰＯＣに入会させて頂き皆様と勉強さ

せて貰っていますが思うように理解出来ません。

追いつくのが大変ですが、これからは微力ながら

部会の為にお手伝いさせて頂き勉強をさせて貰い

ますので宜しくご指導をお願いいたします。 

 

会計監査 黒沢 松寿 

 えぽっくの古参会員です。今は、活動への参加

は、交流会（飲み会）と文化祭ぐらいしか参加し

ていませんが、監査をやるこことなりました。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

  

 2013年度総会では、会員の皆様の日々の活動

の成果が報告され、次年度に向けた活動計画が

提案・承認されました。例年、EPOCの「互いに

学び合い、教えあい、そして学びを楽しむ」姿

勢が、日々の地道な活動を支え、その成果を公

表する場であるEPOC文化祭でのさまざまな展

示・企画等につながっています。 

 総会の場でも話題となりましたが、今年度で

EPOCは25周年を迎えますが、祝賀行事は30周年

目に実施しようということで会員の意見がまと

まりました。今後の５年間に、情報機器やイン

ターネットの利用環境は、さらに変化していく

ことが予想されますが、その中でEPOCはこれま

で通り、新たな学びの場をつくりだしていくこ

とが出来ると思います。５年後のEPOC文化祭で

その成果を見るのが楽しみですね。微力なが

ら、今年度も会長を務めさせていただきます。   

 会員の皆様の積極的な活動参加、EPOCの活動

を支えて下さっている役員、江別市の関係各位

のご協力を引き続きお願い申し上げます。  

会計 出口 裕子 

 ＥＰＯＣに入会をしてたくさんの事を教えて

いただきました。覚える事より忘れる事の方が

多い様な気がするこの頃です。この様な私です

が、今年度会計を担当することになりました。

どうぞよろしくお願いします。 

会長 皆川 雅章 

 

  

 今年度から小池さんよりバトンタッチを受け、

心機一転頑張っていきたいと思っております。活

動の内容については総会で報告承認されたとおり

ですが、再度取り上げてみます。 

◎会員全員で取り組む活動 

・市民向け講習会、会員のための講習会 

・文化祭 

◎各部会で取り組む活動 

・Office部会 Excel,画像処理 

・シニア部会 

 大麻えぽあ会場、情報図書館、野幌公民館に  

 おいて勉強会、問題解決 

・サムディ Word学習 

・ＤＣＥ部会 

 デジカメ写真をベースに関連する知識アップ 

・学習部会 問題を解決する勉強会 

・皆川教室 ３次元コンピュータグラフィック 

・Ｗｅｂ部会 ホームページ関連知識の習得 

・編集部 隔月発行の会報 

 以上のとおり様々な内容について、ＥＰＯＣの

目的である「パソコンの情報機器の利用技術、活

用方法等について研究し、会員の情報活用能力向

上を目指すとともに、その成果を地域社会に還元

し、地域情報化に貢献する」を目指して取り組ん

でいきたいと思います。 

 会員の皆様が生活の中で情報機器を有効に活用

して、豊かな日々を過ごすには？ 

を求めて楽しい仲間づくりをしていきましょう！ 

代表幹事 中村 義弘 
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 ２０１３年度ＥＰＯＣ総会が、５月１９日（日）１５：００より、江別情報図書館

デモ展示室で開催されました。 

来賓として江別情報図書館館長大村勇二さんよりご挨拶を頂き、 

   皆川議長進行のもと始まりました。 
 

 ２０１２年度の活動報告、決算報告、２０１３年度の活動計画（案）予算（案）が、各部会担

当者、会計係より発表があり、議事も比較的スムーズに進行し、満場一致で承認され１６：３０

無事終了しました。その内容等については総会資料を参照して下さい。 

 ＥＰＯＣの各部会の活動も最近は活発になり、予定表を見ても解るように月１３回程度行われ

ています。新入会員の皆さんは学習する機会が多くなりましたので積極的に参加して下さい。 

 また会員相互の親睦の場としてＥＰＯＣを活用して頂ければ、楽しみも増えてくるのではない

でしょうか！  

 

 

 

  

 例年通り懇親会を午後５時３０より、１６名と 

いう多数の方の参加を頂き開始しました。 

 当日は今年の厳しかった冬の寒さもやや緩み 

ました。開始後３時間の間、それぞれお互いに 

色々話し合い、楽しい夜を満喫しました。 

 皆さん今年は飲み過ぎたのか、２次会は行か 

なかったようでした。 

■■  日時日時  ５月１９日（日）５月１９日（日）17:3017:30～～  

  ■■  場所場所  居酒屋「いろは」居酒屋「いろは」野幌町５２－７野幌町５２－７  

（髙橋 晃 記） 

✽ 北上 英夫 さん 江別市大麻高町 

 広報えべつにて、ＥＰＯＣの市民のための 

 講習会に参加したのが、ＥＰＯＣ入会の動 

 機になりました。 

  Excelでの表作成、グラフ作成や、Wordで 

 の操作カメラの撮影の操作方法等を学んで 

 行きたいと思っていますので宜しくお願い 

 します。 

 

✽ 松井 康唐 さん 江別市野幌末広町 

 情報図書館のＥＰＯＣのコーナーにあった 

 会報入会ご案内を見て、入会したいと思い 

 ました。 

 画像の加工方法とか、EXCELの操作等を勉 

 強したと思いますので宜しくご指導下さい。 

✽ 潤   昭子 さん 江別市野幌東町     

 初心者パソコン教室受講してから、１０年  

 以上になりましたので、もう一度、のんび 

 りと教えていただきたいと思っています。 

✽ 髙橋かずえ さん 江別市大麻泉町 

 始めてデジタルカメラの講習を受けるので 

 すが、出来れば自分が納得出来るように教 

 えて頂きたいと思います。 宜しくお願い 

 致します。 

✽  傳法 幸男 さん 江別市あさひが丘 

 パークゴルフでの名簿作り、スコア表作成  

 ＣＤの焼き方等勉強したいと思い、ＥＰＯ 

 Ｃに入会しました。何卒初心者ですのでご 

 指導の程お願いします。 
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      ３日（水）３日（水）３日（水）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場   

      ７日（日）７日（日）７日（日）   13:0013:0013:00～～～15:3015:3015:30   ●●●WebWebWeb学習会・情報図書館学習会・情報図書館学習会・情報図書館   

１２日（金）１２日（金）１２日（金）   13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館   

１３日（土）１３日（土）１３日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00   ●●●DCEDCEDCE・情報図書館・情報図書館・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●新会員対象初級講座・情報図書館●新会員対象初級講座・情報図書館●新会員対象初級講座・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00   ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館   

１４日（日）１４日（日）１４日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●市民の為の講習会●市民の為の講習会●市民の為の講習会   ExcelExcelExcelの操作・情報図書館の操作・情報図書館の操作・情報図書館   

１６日（火）１６日（火）１６日（火）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館   

２０日（土）２０日（土）２０日（土）   13:0013:0013:00～～～16:3016:3016:30   ●皆川教室●皆川教室●皆川教室   ３ＤＣＧ作成・野幌公民館３ＤＣＧ作成・野幌公民館３ＤＣＧ作成・野幌公民館   

２７日（土）２７日（土）２７日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00   ●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00   ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館   

DCE部会のみなさんへ  

 H25年度の総会も終了し、いよいよ本格的に活動がスタートします。  

竹内さんと矢萩さんがDCE部会の講座の講師として参加頂けることになりました。  

ますます充実した部会になります～～♪  

今年度の各月の学習活動については、  

6月・7月・11月・12月 は、矢萩さんによる「デジカメ基礎学習」  

8月・9月・1月・2月 は、竹内さんによる「画像処理の学習」  

10月は、文化祭に向けての活動  3月は、新年度に向けての話し合い・その他  

   で行いたいと思います。               （小池 美津子） 

２日（日）２日（日）２日（日）   13:0013:0013:00～～～15:3015:3015:30   ●●●WebWebWeb学習会・情報図書館学習会・情報図書館学習会・情報図書館   

５日（水）５日（水）５日（水）      13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場   

８日（土）８日（土）８日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00   ●●●DCEDCEDCE・会員への講習会・情報図書館・会員への講習会・情報図書館・会員への講習会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●会員の為の講習会●会員の為の講習会●会員の為の講習会   WordWordWord初級・情報図書館初級・情報図書館初級・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00   ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館   

      ９日（日）９日（日）９日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●市民の為の講習会●市民の為の講習会●市民の為の講習会   Word Word Word 初級・情報図書館初級・情報図書館初級・情報図書館   

１４日（金）１４日（金）１４日（金）   13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館   

１６日（日） １６日（日） １６日（日）             13:0013:0013:00～～～   ●幹事会・情報図書館ボランティア室●幹事会・情報図書館ボランティア室●幹事会・情報図書館ボランティア室   

１８日（火）１８日（火）１８日（火）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館   

２２日（土）２２日（土）２２日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00   ●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50   ●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00   ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館   
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★ 平成２５年５月２５日（土） 

 世話人 小池美津子さん 参加者 ２３名 

          ＝学習内容＝ 

・「ドロップキャップ」の習得 

・「段組み」の習得 

・「ページ番号」の設定 

 宿題としてドリル「Lesson12.13」で確認  

  いただく様にお伝えしたのですが、その  

  日の内に、「 出来ました～♪ 」と 

  メールに添付下さる方がおられたりとて   

  も皆さん 熱心に勉強されていました。 

13:00～14:50 

情報図書館 

 

 

 

★ 平成２５年 ５月 ２５日（土) 

 世話人 小池美津子さん 参加者 １９名 

          ＝学習内容＝ 

・「Internet Explorer」でのホーム ページ  

   の表示方法 

・ CドライブとDドライブの違いについて確認 

・「MSNの複数のWebメールのリンクによる 

  活用」  

・Excelの表での均等割り付け方法  

  その他 等々 

   沢山の方々が疑問を解決されていました。 

情報図書館 
10:15〜12:00 

日 付 時 間 場 所 

５月  １日（水） 13:00～16:00 大麻えぽあ会場 

５月１０日（金） 13:00～14:50 情報図書館 

５月２１日（火） 13:00～16:00 野幌公民館 

5 月 

情報図書館 
15:00～17:00 

 

 

★ 平成２５年度 第３回  ５月１１日（土）  

  講師 猪俣 嘉治さん   参加者８名 

  ＝学習内容＝Wordのおせっかい解消 

１、箇条書き解除 

２（ｃ）と入力したが(c)となる、その解除方法 

３、単語の下に波線の解除 

４、文字を大きくしても行間を広くさせない 

    等を行いました。 

★ 平成２５年度 第４回  ５月２５日（土) 

  講師 藤倉万里子さん  参加者 １２名 

      ＝学習内容＝Wordで描画 

 丸、三角の基本図形と星、三日月を使って小鳥  

 を描いてみました。皆さん出来た小鳥にバック  

 や小物の画像や枠罫線をいれて素敵な画像に仕  

 上げられました。 

 

 

★ 平成２５年５月１１日（土）  

 世話人 小池美津子 さん  参加者１４名 

        ＝5月 学習内容＝ 

・「SkyDrive」の活用方法 

・「MSNの複数のWebメールのリンクによる活  

  用」の確認をおこないました。 

 その後、6月からの活動について話し合い、 

 矢萩さんと竹内さんよりデジカメの基礎と  

 写真画像処理を伝授いただけることになり 

  ました。 

情報図書館 
10:15～12:00 

 

 

★  平成２５年５月１９日（日） 

  世話人 西山真理子さん  参加者 ６名 

         ＝学習内容＝ 

 ●画像の周囲を余白を設定 

 ●箇条書きと区切りの線の概要 

 ●箇条書きを作成  

 ●箇条書きの記号を変更 

 ●番号付きの箇条書きを作成 

 ●番号付きの箇条書きの表示形式を変更 

 ●箇条書きの先頭にアイコン画像を 表示する 

 ●区切り線を挿入 

 ●区切り線の表示形式を変更 

 ●リンクの設定概要 

 ●ページ間でリンクを設定 

 ●同一ページ内の特定部分へのリンクを設定 

 次回はsection54から進めますので、予習・  

 復習をしておきましょう。 

 あくまでも、目安ですので自分のペースで進  

 めて下さい。 

情報図書館 
  10:00〜12:00 
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                Windows系全般（バージョンで多少違いが有ります） 

デスクトップのアイコンを全部見えなくして・・・ちょっとプロな雰囲気デスクトップのアイコンを全部見えなくして・・・ちょっとプロな雰囲気デスクトップのアイコンを全部見えなくして・・・ちょっとプロな雰囲気   

 来客などに、自分の来客などに、自分の来客などに、自分のPCPCPCのデスクトップを覗かれるのはイヤという方！のデスクトップを覗かれるのはイヤという方！のデスクトップを覗かれるのはイヤという方！   

   デスクトップに、アイコンがびっしり！デスクトップに、アイコンがびっしり！デスクトップに、アイコンがびっしり！   なんとかしたい方！なんとかしたい方！なんとかしたい方！   

やってみましょう！やってみましょう！やってみましょう！   デスクトップのアイコンを全部見えなくする？！デスクトップのアイコンを全部見えなくする？！デスクトップのアイコンを全部見えなくする？！   

まず、その前に、標準で下部にあるタスクバーを右クリック！ 

ツールバーを選択。 開いたリストの「デスクトッ

プ」にチェック（ ☑ ）します。 

ツールバーに「デスクトップ」が出現します！ 

次に、再度タスクバーを右クリック！「タスクバー

を固定する」にチェック（ ☑ ）が入っている人は、これを外します。 

次に、先ほど出現させた「デスクトップ」の文字のあたりをクリッ

ク。好みにより「ボタン名」「タイトル名」の表示のチェック

（ ☑ ）を外します。 

タスクバーが動くのが嫌いな方は、「タスクバーを固定する」に

チェック（ ☑ ） 

あとは、簡単！デスクトップ画面の何もない所を右クリック「表

示」を選択し、 

リストの中から「デスクトップアイコンの表示」のチェック

（ ☑ ）を外します。 

これで、デスクトップのアイコンが全部消えて、タスクバーに移

動したよう見えます。 

 実際には、そのまま存在していますので、何時でも元に戻すこ

とが出来ます！           （竹内 秀幾 記） 

  (髙橋 晃 記) 

  ２０１５年度の総会も無事終わり、新しい年度に入りました。気持ちも新たにして出発する時でも 

  あります。新任挨拶で中村代表幹事が述べられた方針に沿って、皆で協力して活動して行きましょう。 

          

                                    編集部も新たに竹内秀機さんが入部され、お手伝いをし      

                 て頂く事になりました。 

                                   編集内容も皆さんのご意見を取り上げて掲載して行きた 

                 いと思いますので、ＥＰＯＣに関して日頃思っている事、 

                                 勉強したい事、改善して欲しい点等々積極的に投稿して 

                    下さる様お願いします。    


