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☆三浦 嘉大 さん  江別市野幌末広町  

 アーカイブ部会の写真のデジタル化やＨＰ制作に興味があります。  

   よろしくお願いいたします。 
   

☆横関 博さん    江別市文京台南町  

  パソコンの使い方について勉強したいと思っています。 よろしくお願いいたします。 

 新年度がスタートして、２か月が経過しました、今年も大々的なイベント等の計画はしてい

ません。が、しかし昨今の情報機器の発達は著しく進歩しています。 

デスクトップＰＣ、ノートＰＣ、タブレットＰＣ、スマートフォン等・情報端末の種類も多く

更にその中で使い方がいろいろなものが世の中には存在します。 
 

 最先端の情報機器を十二分に使いこなすのは難しいかもしれませんが、日々進歩する情報機

器に振り回されず自分のライフスタイルにあわせて上手に便利に使っていければ満足のいく生

活ができると信じています。 
 

 それぞれの部会で「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

向上をめざし、その成果を地域社会に還元し、地域情報化に貢献する」をめざして取り組んで

いきたいと思います。 

 2014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。今年度の活動計画で特徴的と思われたことが２つあります。１つは

「インターネット社会でのEPOCの活動」、もう１つは「記録と保存、そして公開」です。 
 

 これまでEPOCの活動は主に、PCを会員個々の日々の生活でどのように利活用するかを学び合

うことを中心に行われてきたように思いますが、ここ数年、ホームページ作成技術の習得、撮

影したデジタル画像のホームページ公開などが活動の中に取り入れられるようになってきまし

た。  
 

 これからはインターネット上の情報共有や公開を前提とした活動が一般的になっていくよう

に思います。また、郷土資料館・セラミックセンター資料等の保存作業を通じた、江別市のデ

ジタル•アーカイブの取組みへの協力の経験をもとに、会員個々の歴史のデジタル•アーカイブ

を構築し公開可能にするということも、大変意義のある取組みであると思います。 
 

 デジタル技術の基本的なスキルや知識を磨きつつ、このような取組みの成果をそれぞれの生

活の中に取り入れていくような活動を促進していきたいと考えております。今年度も、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

をお願い申し上げます。 
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  2014年度 第26回年次総会は 2014年5月18日（日）15時より 

 例年通り情報図書館にて、ご来賓の原田館長さんご出席のもと  

 開催されました。 

 

 

 

 

 

 総会議案も、活動報告、決算報告と承認され、  

 活動計画案と 予算案についても詳しく説明され共に承認されて 

 無事終了。 

 

 

 懇親会に移り 大いに盛り上がりみなさん楽しい 

ひと時をすごされました。 

総会、懇親会とも普段から気の置けない仲間通し！    

      和気あいあいのうちに機知にあふれる会話が弾み、 

       しばし、時の経つのを忘れました！ 

  

 

     

 

 

  ◎ 編集部の行事予定ご案内 ◎ 

今年も、例年に倣って、会員相互交流と情報の供用化を目指した行事

を進めたいと考えています！ 親睦交流（オフ会）と 地域探訪を行

う予定ですので、会員皆様のご参加をお待ちしています！  
 

日程、場所などが決まり次第お知らせしますが、何か、ご要望、耳よ

り情報などございましたら是非！ 編集部まで ご一報ください！ 
(^^)/  
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★平成２６年５月１１日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:４名 

                       ◆学習内容◆ 

 練習問題28〜32の復習をしました。 

 問題28：余白の指定（margin：値） 

 問題29：内容の幅を指定（width：値   

         height：値） 

 問題30：回り込みの指定（fliat：値 

                         clear：値） 

 問題31：<div class="left"> <div   

         class="right">の設定 

 問題32：疑似クラス（a：link a：visited   

                     a：hover） 

 以上を学習しました。 

宿題として模擬試験規定問題を渡しました 

ので、次回は解答及び復習をする予定です。 

情報図書館 
13:00～15:30 

 

 

  

★平成２６年５月２４日（土）  

 講師 小池 美津子さん 参加者:２０名 

 今日は、第2章から確認を皆で行いました。 

●Excelのデータの種類について 

●データの入力手順について 

●英字・日本語・数値・日付の入力につい

て 

●その入力したデータの修正について 

●セル幅を超えた文字の入力について 

●数式の入力と再計算について 
  その後、確認問題を皆で解いて再確認をしま 

した。次回は、第2章 STEP2から進める予定です。  

 皆さん素晴らしいです。流石、EPOCの 

  メンバーですね。 

情報図書館 
13:00～14:50 

 

★平成２６年５月２４日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１９名 

  学習内容：インターネットを快適に活用す  

      る！！便利技 

 インターネットエクスプローラー8以降、メ  

 ニューバーやツールバーの表示が省略され

ています。 

 お気に入りに登録したい時などメニュー

バーの表示がなく、さっと登録できなく困っ

たことを経験した方がいらっしゃるかと思い

ます。 

 そこで、常時表示させておく手順やショー

トカットで表示する方法を学習しました。 

また、ウエブページ閲覧中に、わからない用

語や情報をもっと詳しく知りたいときに「ア

クセラレータ」という機能を使って、直接情

報が掲載されているページを開く方法を、Win 

7 & Win 8.1 の場合で学習しました。 
 

次回もインターネットに関するテーマ 

「ジャンプリストでウェブページにアクセスし

よう」ほかを学習します。 

 

情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２６年５月１０日（土） 

 講師 竹内 秀機さん  参加者:１８名 

      ＝学習内容＝ 

「DCE部会 会員の写真投稿について」その2 

● Win Live Writer を使用して、写真を  

  WordPress.comへ投稿する  

●MS Windows LiveEssentials の中に入っ  

  ているWindows LiveWriter というソフト  

  を使い、そのリンク先になっているWord     

 Press.comという無料ブログサービスへ写  

  真を試験的に投稿すための学習 

メンバーのみなさん熱心に学習してください

ました。さっそく写真を新規登録された方も

います。 

試験投稿ですので、みなさん気軽に、お試し

ください。  

この先、ゆっくりとしたテンポで進んで行き            

たいと思います。   

情報図書館 
10:15～12:00 

 

 

 

★平成２６年５月２５日（日） 

 講師 小池 美津子さん  参加者:７名 

 今年度2回目の活動を開催いたしました。 

先月に続けて各家庭の貴重な写真のデジタル

化を行いました。次回の活動日は、６月２９

日(日）10：00～です。 

情報図書館 
10:00～15:30 
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★平成２６年５月１０日（土）   

 講師 猪股 嘉治さん 参加者:９名 

 ＝学習内容＝ 

 前回同様フォルダをハードディスクにバッアする方法を行

いました。 

★平成２６年５月２４日（土） 

 講師 藤倉 万里子さん  参加者:１４名 

 ＝学習内容＝ 

 フリーソフト「ＧＩＭＰ（ギンプ）」を使った画像編集。 

GIMPに画像を数枚表示して、画像の背景の消し方及びレイ

ヤーの使い方を学習しました。 

情報図書館 
15:00～17:00 

 

 

 

  １ 日（日） 13:00～15:30  ●Web学習会・情報図書館 

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

 ８ 日（日） 13:00～16:00  ●市民向け講習会 画像処理の基礎・情報図書館 

 １３ 日（金） 13:00～14:50  ●シニア部会・情報図書館 

 １４ 日（土）   10:15～12:00  ●DCE・情報図書館 

 13:00～14:50  ●会員向けの講習会 インターネツト活用・情報図書館 

 15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

１７ 日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

  

 

 ２８ 日（土）    

10:15～12:00  ●学習部会・情報図書館 

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  

 ２９日（日） 10:00～15:30  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

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

  ６ 日（日） 13:00～15:30   ●Web学習会・情報図書館 

 １１ 日（金） 13:00～14:50   ●シニア部会・情報図書館 

 １２日（土）  10:15～12:00   ●DCE・情報図書館 

 13:00～14:50   ●会員向け講習会 ワード初級 ・情報図書館 

 15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

  １３日（日） 13:00～16:00   ●市民向け講習会 インターネツト活用・情報図書館 

 １５日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

  ２０ 日（日） 10:00～15:30   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 ２６日（土）  

10:15～12:00   ●学習部会・情報図書館 

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  

 

 

 

 解らない事をみんなに聞いて 

 学習しよう! 

  パソコン生活をEnjoyしよう。 

会 場 日 付 

大麻えぽあ会場 ５月    ７日（水) 

情報図書館 ５月 ９日（金) 

野幌公民館 ５月２０日（火） 

５  月 
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DCE 部会からのご案内 ☆  

   各月第２土曜日情報図書館10時15～ 

DCE部会は、今年度より 江別とその周辺

のデジカメ写真をウエブサイト（ブログ）

に投稿する取り組みを開始いたしました。 

メンバーによるテスト投稿が始まっていま

す。また、写真投稿は、会員であればどな

たでもOK（メンバ登録はお願い！）ですの

で、いつでもお申し出ください。 お待ち

しています。  

 

 

ご案内：竹内 秀機さん 

アーカイブ部会 再起動！！ 

 今年度から月１度の割合で活動を再開し

たいと思っております。 

 自分の写真・家族の写真・親姉妹の写真 

等々 我が家のデジタル化作業をおこなっ

てみませんか？ 

これまで郷土資料館の資料・セラミックセ

ンターの資料等の保存作業を、行ってきま

した。貴重な資料をデジタル化し後世へ残

す作業も皆様のお陰で無事終了することが

出来ました。 

 これからは、その機材を活用して私たち

EPOCのメンバーそれぞれの「家庭内の資料

(写真）をデジタル化」する作業を開始し

たいと思います。 

 押し入れに眠っている昔の写真！ 

  納戸にある古いアルバム！ 等々 

整理したいのだけれど、整理できない～

～！！ その様な写真をデジタル化しませ

んか?    

         

ご案内：小池美津子さん 

 

 

 

 

学習部会 学習方針 

パソコンを身近で便利なツールとして、パソコンライフを楽しめるような情報の提

供を念頭に置いています。 

パソコンの活用は人によって何をするのかは人それぞれ違います。学習に参加され

る皆さんのニーズを的確にとらえベーシックなことから、知っていると便利な裏技的

な事柄を、ワード、エクセル、インターネット、メールなどジャンルに偏らず、幅広

くお使いの環境に合わせ、また、最新バージョンを含めた幅広い情報の

提供をして、参加者の満足度を得られる学習部会を目指しています。 

多くの皆さんの参加をお待ちいたしております。 

  

ご案内： 矢萩 巽さん 

 

投稿は、会員のみですが、閲覧は無制限。    

  http://dcebetsu.wordpress.com/ 

 

 江別の写真 DCebetsu.com siteの名前で

公開しています。 

各部会のうち、アーカイブ部会、DCE部会、学習

部会にその方針や予定をお聞きしました。 

http://dcebetsu.wordpress.com/
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ハイパーリンク関数の表示 
 =HYPERLINK(“https://maps.google.com.jp/maps/?q=“&c２,”go”) 
①住所の横に「go」といったリンクを設け、クリックするとすぐ横にある住所の地図がグーグ  

 ルマツプで開く仕組みを作る。 

②使用するのはHYPERLINK（ハイパーリンク）関数で、これはセルにリンクを設定する関数で 

 リンク先URLとセルに表示する文字列を引数として指定する。 

 グーグルマツプでは、アドレスバーにURLで地図検索ができるので数式で合成する。 

③赤文字で示したURL文字とその横にある住所&演算子で連結し、HYPERLINK関数のリンク先と 

 して指定する。 

④数式を下へコピーすると、各行のリンク先URLは末尾に其の行の住所を連結しものとなる。 

⑤「GO」をクリツクすると、その住所がグーグルマツプで自動的に開く事が出来ます。 

住所が記載されてなくても、著名なスポット名でも、検索出来ます。（例Ｂ列参照） 

役 所 名 住  所 ＭＡＰ 

北海道立図書館 江別市文京台東町41番地 go 

江別市役所 江別市高砂町6 go 

江別市野幌公民館 江別市野幌町13-6 go 

江別市情報図書館 江別市野幌末広町7 go 

江別市民体育館 江別市野幌町9 go 

江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38 go 

江別市セラミツクアートセンター 江別市西野幌114-5 go 

江別市大麻公民館 江別市大麻中26-7 go 

江別市野幌公会堂   go 

Ｂ列            Ｃ列             D列 

 

 

 

 さて、６月２日は「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」で「一粒の籾（モミ）が、万倍にも

実る稲穂になる」という日出度い日で、よろず事始めには良い日とされます。特に、仕事始め、開

店、種まき、お金を出すことに良い日とされます。ＥＰＯＣも総会を終え、新しい年度に入りまし

た。新たな出発の日が始まりましたので、皆さんのご協力をよろしくお願いします  

                                 （髙橋 晃 記) 

６月に入って北海道も今までの寒さが一変して真夏

の様相を呈し、体調管理の難しい季節になりました

ので、時節柄お体をご自愛の程お願いします。 

（髙橋 晃 記） 

https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市文京台東町41番地
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市高砂町6
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市野幌町13-6
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市野幌末広町7
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市野幌町9
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市緑町西1-38
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市西野幌114-5
https://maps.google.co.jp/maps?q=(江別市大麻中26-7
https://maps.google.co.jp/maps?q=江別市野幌公会堂

