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江別市主催の女性向けイベント「はたらくキモチ応援フェア」が行

われ、ＥＰＯＣが来場者に 初歩のPC操作を手ほどきしました。 
 

平成２６年７月２３日（水）江別市民会館 小ホール10：00～15：00 
 
場内エポックのブースは、会員６名が交互に案内役を務め、４台のノートパソ

コンを並べ、PC操作に関心ある来場の女性に、数種類のタイピング練習ソフ

トなどを体験して頂き、働きたい女性のスキルの一助になる事を願いました。 

当日は、朝から雨模様で出足もやや鈍く感じましたが、お昼頃には来場者も増

え、エポック始め、各ブースも賑わいを見せました。エポックも、この様に各方面へ出向いて市

民との交流を広げる事は意義多く、大切な一面と感じたイベントでした。（文責：たけうち） 

                            

  写真は、当日の会場の様子とポスター 

 

 

 

新規イベント開 催！ パソコン講座 女性・初心者大歓迎！ 
                 （エポック会員が講師を務めます） 

 日時：H２６年８月２５日（月） 9：30～12：00 
  H２６年８月３０日（土）13：30～16：00 
        両日とも同じ講習内容となります。 

   会場：江別市民活動センター・あい 会議室 （イオンタウン江別 ２F） 

   定員：両日とも１０名程度 

      内容：Excel,Wordの基礎 など 

  申し込：８月１９日までに下記へ！ 
江別市経済部商工労働課 担当：石田、海谷（かいや） 

  ☎ 011 381-1023  

受講料無料 

託児室無料 

かんたん！ 

◎Excel,Wordの基礎知識を習いたい 

◎素早く案内文を作りたい 

◎新しいパソコンの操作に慣れたい 

◎就活の前にパソコン操作を確認したい 
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★ 平成２６年７月６日（日） 

  講師 西山 眞理子さん 参加者:５名 

       ＝学習内容= 

    第１回模擬試験規定問題の復習 

 

問題１ 文字色・背景色・背景イメージ 

    設定 

問題２ フォント・フォントサイズの設定 

問題３ 文字色・背景色・文字列の太さの  

    設定 

問題４ 文字列にマーカーの設定、リンク 

    設定他 

問題５ イメージの代替文字・幅・高さの 

    設定、マージン（左右） 

    ・回り込みの設定 

問題６ 文字列を行頭記号付きリストの 

    設定 

問題７ 枠線のスタイル・枠線の太さ 

    ・枠線の色・幅の設定他 

問題８ style要素のクラス「left」  

    「right」に内容と枠線の間隔 

   ・マージン・幅・回り込みの設定 

 

 
 

 
情報図書館 
15:00～17:00 

情報図書館 

 13:00～15:00 

 

 

 

情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２６年７月１２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４ 
●ウエブ検索の現状 
写真投稿も約３か月が過ぎ、WEBページの認知度も上

がってきました。投稿数も上がって、その陰には部会皆

様の努力が見られる所です。※それぞれ、 江別の写真 

と DCEbetsu で検索してみてください。 

●部会員による写真撮影の統一性を持とう・・・ 
名札などを用意し、写真撮影者として活動できるように

指針作りも始めました。 

●画像ソフトによる投稿時のロゴなどの操作手順

と方法。 無料ソフト：photoScape  を利用し、編集

の簡略化を探ります。 

●投稿者のネーム表記の確認 
投稿写真の作者をイニシャルなどで明示します。 

情報図書館 
10:15～12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★７回 平成２６年７月１２日(土)  

 講師 藤倉 万里子さん 参加者１５名   

     ＝学習内容＝ 

     ＧＩＭＰ レイヤーの学習 

背景の他にお寿司、オードブルなどレヤー

を数枚重ねて、レイヤーの順番で、重なり

具合がどうなるか学習しました。" 

★８回 平成２６年７月２６日(土)  

 講師 猪股 嘉治さん   参加者１０名 

     ＝学習内容＝ 

    ◎ インターネット 

お気に入りにホルダを作り見やすくする 

ホームページアドレスの入れ方 

  ◎ Ｗｏｒｄ ページ番号の入れ方、尚 

Ｏｆｆｉｃｅ部会 8/9（第二土曜日）はお

盆休みとします。次回は8/19 ＧＩＭＰの

予定です。 

★平成26年７月２６日（土） 

 講師：矢萩 巽さん  参加者：１８名 

 ＝学習内容＝：簡単家計簿を付けよう 

Excelで作成したフォームに日々のデータ

を入力し、費目別に自動集計され、更に月

別の一覧表も自動的に作成される簡単家計

簿の作成について学習しました。 

また、同じファイルを使用し、上書き保存

で過去の大事なデータを失わないように

「新規作成」で開き、過去のデータを消去

して保存する手順を学びました。 

その他、知っていると重宝な論理関数と、

エラーの種類と対処法について学習しまし

た。ご参加いただきました皆様ありがとう

ございました。 

Excelで作成したフォームに日々のデータ

を入力し、費目別に自動集計され、更に月

別の一覧表も自動的に作成される簡単家計

簿の作成について学習しました。 

また、同じファイルを使用し、上書き保存

で過去の大事なデータを失わないように

「新規作成」で開き、過去のデータを消去

して保存する手順を学びました。 

その他、知っていると重宝な論理関数と、

エラーの種類と対処法について学習しまし

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

 ８ 日（金） 13:00～14:50  ●シニア部会・情報図書館 

 ９ 日（土）    

10:15～12:00  ●DCE・情報図書館 

13:00～14:50  ●会員向けの講習会 Word 初級・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館 休部 

１０ 日（日） 13:00～15:30  ●Web学習会・情報図書館 

１７ 日（日） 13:00～16:00  ●市民向け講習会 Word入門 案内文書作成・情報図書館 

１９ 日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

  

 

 ２３ 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  

３１日（日） 10:00～15:30  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

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

  ７ 日（日） 13:00～15:30   ●Web学習会・情報図書館 

 １２ 日（金） 13:00～14:50   ●シニア部会・情報図書館 

10:15～12:00   ●DCE・情報図書館 

13:00～14:50   ●会員向け講習会 Excelのデータ入力 ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

  １４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 

10:00～15:30   ●アーカイブ゛部会・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）  13:00～15:00  ●幹事会 

 ２７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  

 １３日（土）   

 

 
情報図書館 
13:00～14:50 

★平成２６年７月２６日（土）  

 講師 小池 美津子さん 参加者:２１名 

 ＝学習内容＝Excel2010基礎」テキスト 

第２章の５４頁迄の復習を行いその後、５５

頁 の ブ ッ ク の 保 存 か ら 学 習 し ま し  

た。≪名前を付けて保存≫と≪上書き保存≫ 

の違い、≪ブックの自動保存≫につい確認。

≪オーﾄフィル≫の利用について、   

その後、準備した練習問題で色々なファイル

を元に、≪オートフィル≫が、どのような機   

 能か？もととなるﾃﾞｰﾀによって、入力される 

 ﾃﾞｰﾀが変わること等を確認しました。 

情報図書館 
10:00～12:00 

 

 

 ★平成２６年７月２７日（土）  

 講師 小池 美津子さん 参加者:６名 

 当日は「EPOCのパソコンB」を持参して

いったのですが、スキャナーを使える状態

ではありませんでしたので、講習は出来ま

せんでした。 

 皆さんパソコンを持って集まられていた

ので、普段疑問に思っていること、知りた

かったこと等をそれぞれのパソコンで確認

しました。 

 今回は皆様にはご迷惑をお掛けして、申

し訳ありませんでした。 
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 江別各所で幅広く活動しているシニア部会！  

  

シニア部会は, 2002年（平成１4年） 情報図書館での研修だけ

では勉強する時間が少ないので、「えぽあ」を借りて勉強したら

どうだろうかと、中山さんが雨宮さんに持ち掛けたのが始まりで

す。雨宮さんが依頼されたその諸手続きをして「シニア部会」誕

生。スキルの違うエポックの会員が多い中で会員一人一人が課題

を持ち寄って相互に教えあうということをモットーに運営されま

した。あれから十数年会場も野幌公民館、情報図書館、大麻エポ

アと３カ所を拠点として活動しています。会場によって学習の方

法も違いますがシニアライフを楽しく有意義にという理念で活動

の輪を広げています。良かったらどうぞ仲間になりませんか。お

待ちしています。           (藤倉 万里子 記） 

大麻エポア  

毎月第一（水）午後１時～ 

世話人 藤倉万里子さん 

エクセルの作表をする人、

ブログを発表している人、

日記に画像を入れる人、自

分の写真で絵葉書や、便箋

を作成する人、おしゃべり

談義に励む人、それぞれが

思い思いにがやがやと楽し

んでいます。 

情報図書館 

毎月第二(金）午後１時より 

世話人 増子貞光さん 

シニア部員は部会の講習に

出席し楽しく勉強していま

す。だけどその時は解って

も後日なかなか思い出せな

くて忘れてしまう。シニア

部会では、解らない所をお

互いに教えあい活動をして

います。加齢と共に理解力

が鈍くなって来て、ワー

ド、エクセルの基本？を勉

強をしたいと時々思う事も

あります。 

野幌公民館 

毎月第三（火）午後１時～ 

世話人 髙橋 晃さん 

各人が其々自分のパソコン

を持ち寄り、講習会等で解

らなかった事、現在パソコ

ン操作で困っている事等を 

具体的に聞いて自分のもの

にする事が出来る部会で

す。是非多数のご参加をお

待ちしています。 

★堀込 三智子さん 江別市文京台南町   

 初心者で迷いながら入会しましたが皆様にとても解りやすく教えて頂き感謝 

 しております。今後ともよろしく、お願い致します。メール・インターネッ 

 トも出来るようになれたら嬉しいです。 

★早瀬 美知子さん 江別市文京台南町 

 ふれあいサロンでエポックの存在を知り、パワーポイントを習得したいと 

 思いました。その他シニア部会等にも出席し、色々学びたいと思いますので 

 宜しくお願いします。 
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PC乗っ取り詐欺ソフト！ 
 以前にもお伝えしましたが、インターネット上でインチキなダウンロードを促して必要ないソフトウ

エアなどを押し売りする広告表示アドウエアが横行しています。 当会でも少なからずその影響が出て

います。 

 そこで、今回はその実名を挙げて注意喚起したいと思います。 

 ◆ＨＡＯ１２３（ハオイーアルサン） 
hao123は、中国の検索エンジンBaidu（百度、バイドゥ）が提供するポータルサイトです。 

hao123は、フリーソフトの広告インストーラに同時インストールオプションとして引っ付いて来ます。

インストール画面に同時インストールする趣旨が提示されてるので拒否すればいいワケですが、書いて

ある情報をよく確認しないまま、何も考えずにテキト～に右下ボタン（＝同意）をポンポン押してしま

うと、勝手にではなくインストールされるパターンになります。 

●易しく解説、削除法のページ →  http://yossense.com/hao123_uninstall/  

                                    

  
 
 

 

◆レジクリン （RegClean） 
●易しく解説、削除法のページ →  http://www.pcdock24.com/blog/?p=5607   

「RegClean Pro」をアンインストール、削除することができません。コントロールパネルのプログラム

のアンインストールから削除しようとしても、「RegClean Proをアンインストールする前にSupport Dock
とPC Cleanerを無料で取得してください」と出てきてしまいます。どうしたらいいんでしょう

か？・・・ 

  
 
 
 
 
 
 

◆サーチプロテ ク ト （Search Pro-
tect ） 

●解説、削除法のページ↓ ここの解説は少し難しいデス。 
 http://milksizegene.blog.fc2.com/blog-entry-291.html  

Search ProtectはConduit Ltdという企業が提供する不要プログラムの1つです。 
 
 
 

Search Protectを導入すると、タスクトレイに常駐し、主要Webブラウ

ザの設定を改ざんするという挙動を示します。図の通りチェックを入

れてアンインストールで表面上は見えなくなります。削除された訳で

はありません。 

◆他にも似たような押し売り、乗っ取り迷惑行為が多数ウェブ上をはいかいしています。 大の

防御は、「君子あやうきに近寄らず」・・・です！ 

もはや、ウェブの世界は善意と奉仕の世界ではありません。私が、電子戦略の前線から

身を引いて初めて、民・学のウェブの世界を知った時はほとんど世界中仲良し的な場

だったのですが、わずか20数年でこの現状です。さらに、サイバーテロまでも・・・ 

閑話休題  

夏らしさもあと数日、ご近所の花壇では花達が競って咲き誇り 生を謳歌しています。

（たけ） 


