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 代表幹事 中村 義広 

 EPOC会員の皆さん、明けましておめでとうございます。 

さまざまな情報機器が登場して、うまく生活の中で活用できるとハッピーな

日々が過ごせるのかなと思う今日この頃ですが、今年の課題として、WindowsXP

が、４月でサポート切れになります。皆さんのパソコンは更新が済んでおられ

ますか？ 

今年の目標として、 

 １．新しいＯＳへの対応 

 ２．マイクロソフトオフィス以外のオフィス製品の研究 

 ３．フリーソフトの有効な利用研究 

を考えて進みたいと思います。 

 なお、皆さんからご要望、ご意見がありましたら検討をして行きたいと思い

ますのでよろしく、お願い致します。 

 会員の皆様、新しい年を迎えました。今年度も幹事の方々をはじめ、会員の皆様

の熱意と行動力に支えられて、講習会や文化祭を開催することができました。 

この場を借りて御礼申し上げます。 

 さて、外国語の学習と脳の働きの関係についてご存知の方も多いかと思います。

これは言語学習が脳の活性化や頭の運動に役立つという内容です。新たな言葉を

学ぶことは、容易ではありませんが、目標に向かって努力すること自体に意味が

あり、そのことが日々の刺激となっていきます。 

 ここ数年、タブレット型PCやスマートフォンなど、情報利活用の幅を大きく広

げてくれるモバイル機器が急速に普及しました。これらの新たな情報機器を生活

の道具として積極的に使いこなすための努力には言語学習との共通点があるよう

に思います。 

新しいことを始めようとすると、最初はなかなか思うようにいかないのは、当然

のことです。そのようなときに、会員どうしが互い学び合い、高め合うことがで

きるEPOCがあります。 

 今年も、皆様とともに学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

会長 皆川 雅章 
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■ 日 時 １月２２日（水）午後６時～午後８時３０分 

■ 場 所 フーガ 野幌町６２ー２ 

 話題は、パソコン操作の解らない点等をお互いに

聞いたり、教えたりしていました。 

 最後に例年通り、大栗さんの進行にて、オーク

ションが行われ、我先にと手が挙がり、出品物は

あっという間にセリ落とされました。２時間３０分

という短い時間でしたが、大いに飲み食いして楽し

い時を過ごす事が出来ました。  

 尚、オークションでは、６，５００円の売り上げ

があり、その内４、０００円を皆さんの意見もあ

り、次回に持ち越しと致しました。 

 終了時間の頃は大雪になり、皆さん苦労されて帰

宅の途につかれたと思います。 

 さて、今年もＥＰＯＣの活動を通して、パソコン

の技術習得に役立つよう頑張って行きましょう。 

■ 山之内美根子さん 江別市東野幌本町 

   ＥＰＯＣの存在は、情報図書館の市民講習会で知りました。 

  私は点字を習い、４月からパソコンでしていますが、パソコ  

 ンは習って間がないので保存で失敗しています。 

 それで今より操作のやり方を習いたいと思っています。 

 保存が消え、何ページも打ち直して苦労しています。 

 今後ともご指導の程をお願いします。 

■  内藤 誠一 さん  江別市向ヶ丘  

   年賀状作成が入会した動機です。私も勤めの関係で、日曜 

   以外参加出来ませんが、出来るだけ機会を見つけて、行事に 

   参加してパソコンの色々な技を習いと思っていますので、 

   宜しくお願い致します。 

 初めに中村代表幹事のご挨拶を頂き、ほりコタツのある「フーガ」にて 

男性9名女性5名の総計14名にて、新年会を開催しました。 

（髙橋 晃 記） 
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★平成２５年度 第１７回 １月１１日（土） 

 講師 猪股嘉治さん   参加者:１１名 

        ＝学習内容＝ 

       Excel 「印刷」 

 縦長の表を タイトル行・ページ数を入れて

印刷する手法を学びました。  

 

★平成２５年度 第１８回  １月２５日（土) 

 講師 藤倉万里子さん  参加者:１４名 

       ＝学習内容＝ 

     Word 「描画 花を描く」 

 図形の台形、ハート、三角などを使って頂

点の編集で形を変化させ、色をグラディショ

ンで付け花らしく描画しました。 

 Ｏｆｆｉｃｅ 200７で頂点の編集をするに

は、図形を曲線で描いて編集して下さい。 

決まった図形 台形等で描いても、頂点の編

集はできません。 

 次回2/8は、猪股講師で前回縦長の表を タ

イトル行・ページ数を入れて印刷する手法を

学びましたが、次回は横長の表で列タイトル

を付ける方法を学びます。 

情報図書館 
15:00～17:00 

情報図書館   

10:15～12:00 

              

 

★平成２６年１月２５日（土） 

 講師 小池美智子さん  参加者:１７名 

     ＝学習内容＝ 

「Adobe Reader」でPDFファイルの色々な開き

方・見方を学習しいました。 

 小さい文字を表示倍率を変えて見たり、部

分的に拡大したり、複数ページのPDFファイル

をフルスクリーンモードで閲覧したりサムネ

イル表示をしたり、色々な印刷のし方等 

汎用性のあるPDFファイルに慣れ親しんでみま

した。 

情報図書館 

10:15～12:00 

 

 

 

★平成２６年１月２５（土） 

 講師 小池美津子さん   参加者:２０名 

      ＝学習内容＝ 

Word2010対策テキスト」を基に、「書式設

定」の章から抜粋して学習しました 

「隠し文字」「スタイルの適用」「検索と置  

 換」「タブの活用」等 

 時間があったら行おうと用意していた練習

問題は、宿題とさせていただきました。 

情報図書館 
13:00～14:50 

 １月 

大麻えぽあ会場  １月 ８日（水） 13:00～16:00 

情報図書館 １月１０日（金） 13:00～14:50 

野幌公民館 １月２１日（火） 13:00～16:00 

情報図書館  

13:00～15:30 
       ★平成２６年１月５日（日） 

  講師 西山万里子さん  参加者:３名 

    ＝学習内容＝下記練習問題 

問題15 〈div class="pink"〉の設定 

問題16 〈div class="honbun"〉の設定 

問題17 〈span class="pink"〉の設定 

問題18 style要素に水平方向位置の設定 

問題19 style要素に背景イメージの繰り    

    返しの設定 

問題20 style要素に背景イメージの繰り  

    返し・水平方向位置の設定 

問題21 style要素に枠線のスタイルの設定   

 

 ★平成２６年１月１１日（土） 

  講師 矢萩 巽さん 参加者:１５名 

     ＝学習内容＝ 

     デジカメ講座 

1.ホワイトバランスの調整 

 デジタルカメラ特有のホワイトバランスを   

 利用して、見た目に忠実な、または、印象 

 的な写真をつくるためのテクニックを学び 

 ました。 

2.撮影モードとシーンモード 

 デジタルカメラには撮影モードやシーモー   

 ドが選べる機能があることを学びました。 

3.街のイルミネーションを撮る 
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   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・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 ●会員への講習会 ●会員への講習会 はじめてのはじめてのはじめてのiPadiPadiPad・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      

   ９日（日）９日（日）９日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●市民向け講習会 はじめての●市民向け講習会 はじめての●市民向け講習会 はじめてのiPadiPadiPad・情報図書館・情報図書館・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   

１５１５１５   日（土）日（土）日（土）   13:0013:0013:00～～～15:0015:0015:00   ●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   

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      

   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・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 初級講座・情報図書館●会員への講習会 初級講座・情報図書館●会員への講習会 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      

   ９日（日）９日（日）９日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00   ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 ExcelExcelExcel初級講座・情報図書館初級講座・情報図書館初級講座・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   

１５１５１５   日（土）日（土）日（土）   13:0013:0013:00～～～15:0015:0015:00   ●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   

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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   ご注意！！ インターネットのインチキ商法 

インターネットでは、多くの情報を得ることができますが、信憑性に疑いが有る様なものも多数存

在します。一昨年あたりから急速に横行しだした不良情報があります。その性質から、二つに分け

る事が出来ます。 

１．ＰＣにエラーや欠陥が多数あるような警告を出す物（もちろんウソ！）・だから、×××ソフ       

  トを買えというもの。 

２．アップデートなどと称して、自分の目的としていない物を紛れこませてダウンロードさせるだ  

  ましサイト。 

大別してこの二点になるようです。 前者は、名前は色々ですが、RegClean Pro などと称し、「今す

ぐ無料ダウンロード」「あなたのＰＣに多数の(２０個以上）危険が発見されました」と促しエラー

修理するので 今すぐ×××ソフトを買え と持ちかけます。買ってしまった人の話では、ほとん

ど何もしないインチキソフトのようです。初めの無料ダウンロードは、私もやってみて、その後す

ぐにアンインストールしましたが、完全に削除するのがなかなか大変な代物でした！  

  皆さん、だまされない様にご注意！ 

後者の方ですが、こちらは、アップデートなどでダウンロードをしょっちゅうやる人が狙われやす

く、うっかりダウンロードボタンを押してしまうと、十数個の関係ないソフトがインストールされ

てしまいます。本人が、了解するように仕組んでいますから、自己の責任となってしまいます。お

そらく、各社のインストールで手数料を稼いでいるのでしょう。こちらも、実際にやってみました

が、いちどに十も二十ものソフトをインストールさせられるので、削除するのも大変です、随所に

散らばって入ってしまいますから全てを探し出して削除しなければなりませんでした。それらのソ

フトが悪いとは言えませんが、やはり必要のない物です。  気をつけましょう！ 

不安をあおって「問題を解消したいなら有償版を買え」と言う詐欺まがい商法。 

ドサクサに紛れ、油断に付け込み無理やり不必要な多数のソフトをインストールさせる。 

又、個人情報などを盗み出す物も横行しています。どうか、皆さん引っかからないように、くれぐ

れもご用心！！                              （竹内 秀機） 

 午年の運勢は、独立心が旺盛で冒険心が強く行動力があり、一方で見

栄張りで好き嫌いが激しく気分屋な所があるが、目標を定めて努力する

事により、もって生まれた実力を発揮して将来大成する境遇にあると言

われています。皆さんも小さくても結構ですので、各自一つの目標を定

めて、諦めずに地道に歩き続ける事が重要な鍵となります。 

 今年も皆さん宜しくお願い致します。 

 

（髙橋 晃 記） 


