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●日時／２０１４年１１月２日（日）１０時１５分～１５時３０分 

●場所/江別情報図書館２階 

●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 

 ◆ ＤＣＥ部会の取り組み紹介 

  「江別とその周辺のデジカメ写真をウェブサイトに投稿」 

   WindowsLiveWriterを効果的に利用し、WordPress.comという 

   無料ブログサービスへ写真を継続して投稿していく練習。 

 ◆ 施設訪問の活動報告（編集部） 札幌中心街見学 

 
           ■ デ モ 展 示 室 
 ◆ 占いコ－ナ－ ◆ パソコン何でも相談  ◆ プリクラ撮影 

 ◆ サムデイ:チラシ館内展示 ◆ 学習部会：グリ－ティングカ－ドの展示 

  ◆ 各部会の作品展示 

 上記内容で文化祭を開催したいと思いますので、皆さん日頃の成果を思う  

 存分発揮して文化祭を成功させましょう。 

 

 ■日時 １１月２日（日）１７：３０より 

 ■場所 居酒屋「いろは」野幌５７－２ 

    ℡番号 ０１１－３８２－１６８９   

 ■費用 割り勘 
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   普段から行き慣れている札幌の都心部。改めて、じっくり散策してみました・・・ 

 平成２６年１０月４日（土）参加者８名のもと野幌駅に９時３０分集合し 

①北海道大学植物園②北海道庁旧本庁舎③赤レンガテラス④札幌市時計台 

を見学しました。当日天候は２時位までは何とか持ち、後半は雨も降りまし

たが、全体的にはまあまあ無事に終わり、各人色々楽しむ事が出来たのでは 

ないでしょうか。 

  植物園は明治１９年開園され、博物館本館は明治１５年竣工し園

内には、宮部金吾記念館、北方民族資料館、バチュラ－記念館等が 

あると共に、園内にはハレニレやエゾヤマザクラなど北海道特有の 

植物が数多く植えられています。 

「赤レンガ」の愛称で広く道民に親しまれており、明治２１年竣工し 

アメリカ風ネオ・バロック様式のレンガ造りといわれ、建築資材等は 

動産品を使用しています。庁舎内には、旧北海道長官・知事室があり

出入口枠や窓回りは手の込んだ唐草模様の彫刻で飾られています。 

 北海道大学の前身である札幌農学校の演武場として初代教頭のク

ラーク博士の構想に基づき、明治１１年に建設され、農学校の兵式訓

練等の場として使われた建物で、黒田開拓長官の指示により振り子式

塔時計が備え付けられ、札幌市が譲り受けたものです。 

 時計台の鐘は１里四方に響き渡り市民の中に溶け込んでいました。 

 複合施設「札幌三井ＪＰビルディング」内

に商業施設として本年８月２７日２７店舗が

出店しました。地下１階から地上４階で５階

には、北海道庁旧日本本庁舎一望できる「展

望テラス」があります。「新しい感性と出会

う、札幌の中庭と呼ばれています。 

 

（髙橋晃 記） 
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★平成２６年９月７日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:５名 

   ＝学習内容＝ＨＴＭＬとＧＩＭＰ 

 HTML問題は主に新会員が取り組みました。 

 GIMPは前回の学習に引き続き 

  ⑬新緑のイチョウの葉を紅葉のように黄色 

   くする。 

   ⑭周辺を白くとばして被写体と引き立たた 

   ⑮周辺光量を落として被写体を引き立てる 

情報図書館 
13:00～15:00 

★第１０回 平成２６年９月１３日（土）  

 講師 猪股 嘉治さん 参加者:１０名 

      ＝学習内容＝ 

  １ PhotoShop   

   ○ 画面に二つの画像を表示する方法  

   ○ 画像の合成  

   ２、日付、時刻の計算  

     ○ DATE、TIME関数を使う  

★第１１回 平成２６年９月２７日（土） 

 講師 藤倉 万里子さん 参加者:１２名 

      ＝学習内容＝ 

    GIMP（画像編集ソフト） 

 背景を透明にする方法を学びました 

 次回 10/11は時刻の計算をします 

 

 

★平成２６年９月２７日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１５名 

    ＝学習内容＝ 

  グリーティングカードを作ろう 

誕生日プレゼントに添えるカードの作成方法

を学びました。 

複数のイラストを取り込む手法や、挿入する

テキストのスタイルを個性あるものにするた

めのワードアートの活用とWord 2010や2013

にないワードアートの2007バージョンを使う

ための起動方法及び袋文字の作り方を学習し

ました。 

出来上がった作品はEPOC文化祭に展示しよう

と考えています。 

情報図書館 
10:15～12:00 

 

 

 

★平成２６年９月１３日（土） 
 講師 竹内 秀機さん  参加者:１６名 

     ＝学習内容＝ 

「江別の写真」へ投稿した写真を別の物に交換す

る（差し替え） 

インターネット上のワードプレス「江別の写真」

へ投稿したが、 

(i ) 写真を別の写真と取り換えたい。 

(ii ) ロゴマークなどの変更をしたい。 

(iii) 写真を修整したい。 

などの理由で、 

データを差し替えて転送する方法（クリップボー

ド使用）に付いて学習しました。これらの理解を

深めるためには、現在の投稿ページを活用して実

際に繰り返して覚えるのが一番です。 

情報図書館 
10:15～12:00 

 

  

 講師 皆川雅章さん 参加者：４名 

   ＝学習内容= 飛行機の制作 

飛行機の写真を取り込み、、その画像に沿っ   

て形を描き、回転体等の操作で下記のように完

成しました。文化祭には、この様な物を展示し

たいと、考えています。 

 

 

 

 

 

 

  

会 場 日 付 

大麻えぽあ会場 ９月    ３日（水) 

情報図書館 ９月１２日（金) 

野幌公民館 ９月１６日（火） 

９ 月 

野幌公民館 

13:00～16:00 

情報図書館 
15:00～17:00 

★平成２６年９月２０日（土） 

http://www.e-epoc.skr.jp/files/JALB777.jpg
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情報図書館 
13:00～14:50 

 

 

 

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

  ５ 日（日） 13:00～15:30  ●Web学習会・情報図書館 

 １０ 日（金） 13:00～14:50  ●シニア部会・情報図書館 

 １１ 日（土）   10:15～12:00  ●DCE・情報図書館 

 13:00～14:50  ●会員向けの講習会 画像処理に関して・情報図書館 

 15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

１２ 日（日） 13:00～16:00  ●市民向け講習会 Excelきっと得する裏ワザ・情報図書館 

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

 ２１ 日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

  

 

 ２５ 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  

★平成２６年９月２７日（土） 

 講師 小池 美津子さん 参加者：１５名 

      ＝学習内容＝ 

「Excel2010基礎」テキストを元に皆で勉強しました。 

今月は、先月の復習から始まり第3章74ｐ「セルの塗りつぶ

し」や様々な「表示形式」の確認をおこないました。 

次回は、88ｐから進める予定です。 

 ２ 日（日）  10:15～  ●文化祭・情報図書館 

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

  ８ 日（土）   

10:15～12:00   ●DCE・情報図書館 

13:00～14:50   ●会員向け講習会 ワードで年賀状作り ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

  ９  日（日） 
13:00～15:30   ●Web学習会・情報図書館 

13:00～16:00   ●市民向け講習会 ワードで年賀状作り・情報図書館 

 １４ 日（金） 13:00～14:50   ●シニア部会・情報図書館 

 １８ 日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

 ２２ 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  

  ３０  日（日） 10:00～15:30   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 
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 １０月７日には皆さんご存知のように青色ＬＥＤで赤崎勇さん、天野浩さん、中村修二さん

が、ノーベル物理学賞を授かったという目出度いニュースが入って来ました。３人の方々の 

生き様をよく見て、我々も少しでも近付けて行けたらなと思います。 

 さて、ＥＰＯＣの今年の集大成として１１月２日の文化祭の準備段階に入って来ましたが、

皆さん協力して成功させ、１年の締めくくりにしましょう。 

記 Windowsの起動時間を短縮するには、OSと同時に起動するソフトをなるべく減らす事です。セ

キュリティソフトのように起動時からメモリに常駐する必要があるものを除いて、一つ一つ止め

て試してみよう。もしエラ－が出るなど動作に支障が出たら元に戻せば良いと思います。 

①「スタ－ト」メニュ－の「プログラムとファィルの検索」に「MSCONFIG」と入力 

  して、ＥＮＴＥＲする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「スタ－トアップ」タブを選び、ウインﾄﾞウズ起動時に起動させたくないブログラム  

  のチェックを外して「OK」を押す。(Windows8.1では有効を無効にして下さい。 

 

（髙橋 晃 記） 


