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   ●日時/２０１３年１１月３日（日）１０時１５分～１５時３０分 

 ●場所/江別市情報図書館２Ｆ 

 ●主催/江別パソコン利用研究会 後援/江別市情報図書館 

    ■ 視 聴 覚 室 
●「うちわ」を作ろう  
 写真やパソコンで描いた絵をうちわに貼っ  
 てみよう 
  （１０時４５分～１１時３５分） 
●施設訪問の活動報告  
 北海道情報大学 江別河川防災ステーション 
  （１１時４０分～１２時１０分） 
 

      ■ 学 習 室 

●年賀状作り講習（１） 
 インターネットから無料イラストの利用 
 （１３時００分～１３時５０分） 

●年賀状作り講習（２） 
インターネットから無料イラストの利用 
 （１４時００分～１４時５０分） 

          ■ デ モ 展 示 室 

    ●占いコーナー          ●オフィス部会：写真展示   
    ●パソコンなんでも相談      ●ＤＣＥ部会：私の一押し作品展示  
    ●サムディ：チラシを館内展示   ●編集部会：施設訪問の写真紹介 
    ●プリクラ撮影          ●皆川部会：3DG作品展示 
    ●有効利用コーナー（各種ケーブル・Lan・AV、ACアダプター他） 

 上記の内容にて本年の文化祭を行う事となりました。現在各部で、講習会や展示品   

 作りの準備を進めていますので、皆様方も積極的に参加され、実り多い文化祭にし  

 て行きましょう！ 

 

 

●日時 １１月３日（日） １７時３０より 

●場所 居酒屋「いろは」野幌５７－２  

    TEL  ０１１－３８２－１６８９ 

●費用 割り勘 
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      ２日（水）２日（水）２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   

      ６日（日）６日（日）６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   

１１日（金）１１日（金）１１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   

1 1 1 ２日（土）２日（土）２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   ●会員への講習会 フオットレタッチ・情報図書館●会員への講習会 フオットレタッチ・情報図書館●会員への講習会 フオットレタッチ・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      

1 3 1 3 1 3 日（日）日（日）日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●市民の為の講習会 デジカメの基礎・情報図書館●市民の為の講習会 デジカメの基礎・情報図書館●市民の為の講習会 デジカメの基礎・情報図書館   

１５日（火）１５日（火）１５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   

1 1 1 ９日（土） ９日（土） ９日（土）    13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●皆川教室・野幌公民館●皆川教室・野幌公民館●皆川教室・野幌公民館   

２６日（土）２６日（土）２６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   

２３日（水）２３日（水）２３日（水）   9:309:309:30～～～14:3014:3014:30   ●施設訪問・北海道情報大学●施設訪問・北海道情報大学●施設訪問・北海道情報大学   江別河川防災ステーション江別河川防災ステーション江別河川防災ステーション   

         ３日（日）３日（日）３日（日）   10:1510:1510:15～～～15:3015:3015:30   ●文化祭・情報図書館●文化祭・情報図書館●文化祭・情報図書館   

         ６日（水）６日（水）６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（金）８日（金）８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   

      ９日（土）  ９日（土）  ９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   ●新会員対象の初級講座●新会員対象の初級講座●新会員対象の初級講座   情報図書館情報図書館情報図書館   

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   

   １０日（日）１０日（日）１０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   WordWordWordで年賀状・情報図書館で年賀状・情報図書館で年賀状・情報図書館   

１７日（日）１７日（日）１７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   

１９日（火）１９日（火）１９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   

２３日（土）２３日（土）２３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   

 

■日時  １０月２３日（水）9:30～14::30 
■訪問先 北海道情報大学→ 

     江別河川防災ステーション 

■費用  割り勘 

 各施設とも３０分程度の説明を受け、見学し   

  たいと思っています。聞きたい事等は、各自 

   予め考えておいて下さい。 

 
 

 

◆江口 和充 さん 江別市野幌末広町 

     趣味でパソコン（ワード、エクセル） 

 を学びたい為に、エポックに入会しま         

 した。情報図書館の市民の為の講習会に参  

  加して、エポックの存在を知りました。 

 これからも宜しくご指導の程をお願い 

 します。 

（編集部主催） 
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情報図書館 
15:00～17:00 

 

 

★平成２５年度 第１０回 ９月１４日（土） 

 講師 猪股嘉治さん   参加者:１０名 

        ＝学習内容＝ 

  藤倉さん指導のWordで描いた花の絵を、 

 団扇（うちわ）に貼るための印刷の仕方と 

 花押の作り方をしました。 

 １０月１２日は団扇を完成させます。 

★平成２５年度 第１１回  ９月２８日（土) 
 講師 藤倉万里子さん  参加者:１２名 

        ＝学習内容＝ 

  Wordで苺を描きました。 

 １０月１２日は団扇を完成させます。 

情報図書館 
  

  

★平成２５年９月１４日（土） 

  講師 竹内 秀機さん 参加者:１５名 

      ＝学習内容＝ 

     Photoshopの実践 

■PhotoshopElementsを使おう（画像処理） 

 デジカメ写真の画像を部分処理する方法を  

 学びました。 

 ☆レタッチの初歩としてデジカメ写真の活  

  用を広めます。 
 

   

10:15～12:00 

              

 

★平成２５年９月２８日（土） 

 講師 竹内 秀機さん  参加者:１５名 

  ＝学習内容＝ PCよもやま話 2 
   テーマ：「ネットワークを広く浅く」 

 「TCP/IP」などネットワークの話をビデオ  

  映像を見ながら学びました。 

  利用したデータはDVD化して有りますので  
   どなたでも後日の利用可能です！ 

  出席下さった皆様、有難う 

 ございました。 

情報図書館 

10:00～12:00 

情報図書館  

 

★平成２５年９月１日（土） 

  講師 西山万里子さん  参加者:３名 

         ＝学習内容＝ 

 Sec on_69 セルを横に結合する。 

 Sec on_70 セルどうしの間隔を設定する。 

 Sec on_71 セル内の文字位置を設定する。 

 Sec on_72 表の背景色や罫線を設定する。 

 Sec on_73 ページレイアウトに必須の 

             ３系統のプロパティ 

 Sec on_74 divとspanでCSSを柔軟に使う。 

 Sec on_75 ID、クラスセレクタでCSSを 

             使う。 

 Sec on_76 子孫セレクタを設定する 

13:00～15:30 

 

 

★平成２５年９月２８（土） 

 講師 小池美津子さん   参加者:１７名 

    ＝学習内容＝文化祭に向けての製作 

 ポスター内に入れる地図作り 

  次月も同様に文化祭作品作りを行います。 

 １１月からは、Wordをより活用できるような  

 実践的な学習をおこなう事になりました。 

情報図書館 
13:00～14:50 

 

               

 

★平成２５年９月２１日（土） 

 講師  皆川雅章さん   参加者:５名 

 世話人 髙橋 晃さん 

   ＝学習内容＝立体的な文字作り 

 TextEffector を使用して、物体に立体文字   

 を張り付ける操作を行い   

 ました。 

 次回１０月１９日は、文  

 化祭の作品作りを、行 い  

 ます。 

野幌公民館 

13:00～16:00 

９月 

大麻えぽあ会場  ９月 ４日（水） 13:00～16:00 

情報図書館 ９月１３日（金） 13:00～14:50 

野幌公民館 ９月１７日（火） 13:00～16:00 
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最近パソコンの動作が重い・遅いと感じている方！ 

パソコン（Windows）の遅い、重いを改善するには、その原因を予測してみましょう。 

 原因の予測 

1.PCが、少々古くなってしまった。    例→ シングルのCPU、メモリが少ない。 

2.大きなソフトが複数常駐している。   例→ ウイルスセキュリテイソフトなど。 

3.PC自体のハード、ソフトが破損しているか充分機能していない。例→ 断片化や動作不良。 

4.ウイルス、スパイウェアに感染している 例→ 極端に重く感じる。消しても再起動する。 

 

 対 策 

1.まず、ウイルスセキュリテイを起動させて全ドライブを探査。 

2.メモリやハードディスクの購入を考えてみる。ただし、すぐに買いに走らない事！ 

3.現在入れているソフトウエアをアンインストールする。特に常駐ソフト削除で見違える程軽くなる例

も有ります。 

以上を考慮しても該当しない、PCもそれほど古くない、メモリも充分（1GB以上）という場合、実は、

ほとんどの方がこれに当てはまります。その場合、パソコンの初期化やリカバリーで元に戻すのが最後

の手段ですが、その前にやる事が有ります。 

 諦める前に 

1.不要ファイルの削除 （消したはずが残っているデータ、システムの作った不要ファイルなど） 

2.ウエブサイトなどの履歴の削除（頻繁に使い込んでいると種々の履歴が重荷になることが有ります） 

3.レジストリの清掃 （レジストリとはソフトとシステムをつなぐデータベースで住所録の様な物） 

 この3点を実行します。手作業で出来るものも有りますが、これらを実行するソフトが有ります。 

無料、有料様々ですが、導入を考えても良いかもしれません。が、大抵の場合ソフトを使って軽く動く

様になりますが、逆に使い方を知らなければ、さらに深い手傷を負いかねません。ご注意下さい。私

は、無料ソフトで、かつ、深入りしない（解らない事はしない）のが良いと思います。 

今、あなたのPCがなに不自由なく動いているなら、これらは無用です！それ以上早く軽く成る事は有り

得ません。あくまでも諦める前に、買い換える前のいち手段です。 

たけうち     

(髙橋 晃 記) 

 １０月は金木犀が咲く季節になりました。金木犀の花言葉は「謙虚」。なによりも先ず、その

芳香が身上の金木犀。秋も半ばにさしかかってくると、どこからともなく甘い懐かしいにおいが

ただよってきて、姿より先に香りで自分をアピールするお花です。 

よからぬ思いのある人も、この香りを嗅げば改心してしまいそうな、そんな香りです。 

私達もいつも「謙虚」さを持って人々と接して行きましょう。 

 さて、ＥＰＯＣの一大行事の文化祭もいよいよ始まります。ＥＰＯＣで学ん

だ成果を、日頃お世話になっている市民の皆さんへ発信して行きましょう。 

 

  

（
金 

木 

犀
） 


