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☆江別パソコン利用研究会☆江別パソコン利用研究会  会長会長  皆川皆川  雅章雅章  

 

 

☆江別パソコン利用研究会 代表幹事 中村 義広☆江別パソコン利用研究会 代表幹事 中村 義広 

 会員の皆様、新年おめでとうございます。今年も「誰もが、互いに学び合い、高

め合うことのできる活動」を目指し、皆様とともに歩んでいきたいと思います。講

習会や文化祭をはじめとする活動を「学び合い」の視点で、これまで同様、地道に

継続していくとともに、EPOCのさらなる存在意義や魅力を作りだしていくため「発

信と発展」を意識した活動も徐々に取り入れていくことが出来ればと思います。 

 今年度、EPOCのホームページのリニューアルが行われました。このホームページ

は、20年を超えるEPOCの歴史の中の10年間分の活動の貴重なデジタル記録でもあり

ます。すでにデジタルアーカイブという言葉は会員の皆様にとって馴染みのあるも

のとなっているかと思います。 

 個人的なものから組織的・社会的なものまで、世の中の様々な活動をデジタルで

記録・保存・公開し、後世に伝えていくことは、今後ますます大きな意味を持って

きます。 

 そのような観点から、現在行われているいろいろな取組みを持続・発展させ、パソ

コンや情報機器の利活用の範囲を家庭、地域、そして広く社会に向けていく事で、

EPOCの活動がより充実していくものと思います。 

 今年も、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 EPOC会員の皆さん、明けましておめでとうございます。  

先日、どんどん変わっていく野幌８丁目通りの「彩食亭」でEPOCの新年会を開催し

ました。皆さん、今年の目標（計画）は立てましたか？ 

 今年、３年後、５年後と目標を立て、その実現をするにはどのような準備をする

か？ということが大切だそうです。 

    ・・・その達成をした時に・・・ご褒美も準備する！ 

（これは昨年、ある大学の一般向け講座で女性経営者の「夢ノート」談です。） 

例えば、今年は健康に留意し毎日血圧・体重・脈拍を計測、万歩計で？？歩を歩

く。計測時は紙に記入する。 

 ここでパソコンの登場です、定期的にパソコンにデータ入力し視覚化するためグ

ラフ表示する。どのようなグラフ（棒グラフ、折れ線グラフ？）にするか・・・、  

 このようにごく身近な生活に関連したことをパソコンを使って表現する・・・ 

わからないことが出てくればＥＰＯＣ仲間に相談する。 

 今年も、皆さんと一緒にＥＰＯＣをもりたてて行きましょう 
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  ★ 日時 平成２７年１月２７日（木）１６時～２０時３０分 

 ★ 場所 「菜食亭」 野幌町５７－２ 

 ★ 参加者 男８名 女３名 計１１名 

二日前のシニア部会が大雪のため休会とな

り、当日は天気が心配されましたが、何とか回復して

ホッとしました。場所も膝にやさしい堀コタツのある

「菜食亭」で行いました。皆川会長の挨拶と祝杯の音

頭で新年懇親会が始まりました。酒を飲みながらパソ

コンの話題で盛り上がりを見せ、最後に中村代表幹事

のオークションで二時間半の会が終了となり、楽しい

ひと時を過ごす事が出来ました。尚オークションの売

り上げは６、６５０円となり、皆さんのご協力有難う

御座いました。 
（髙橋 晃 記） 

 オ―クション 
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情報図書館 
13:00～14:50 

 

 

 

 

情報図書館 
10:15～12:00 

  
情報図書館 
13:00～15:00 

★平成２７年１月１１日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:６名 

    Section 24 パネルの操作方法 

   〈効果〉パネルの表示 

 Section 25 写真を開いて表示 

   ズームツールの利用 

 Section 26 写真を見やすく表示 

   ズームツール、手のひらツール 

   補正前と補正後の写真を並べて表示 

 Section 27 操作の取り消しとやり直し 

   ヒストリーパネルの表示 

 以上を学習しました。 

                     

 1.Excelシートの「枠線」を方眼表示にす  

 る方法 

 2.前回に配布した「第3章までの関連練習  

  問題」を元に質問文が意図する方法が 

どの様な操作方法なのか皆で確認しました。 

 

  町内会やサークルで役員を担当された時 

  簡単に会計報告書を作成出来る様に、 

  また、Excelを活用して生活の中でより豊 

  かに過ごせるように、これから暫く例題を   

  元に学習していきたいと思います。 

  

  ＜＜方眼表示の時に出された質問＞＞ 

 「枠線」を表示させないようにするに  

 は・・・ 

 Excelを起動して、【ページレイアウト】 

 ⇒【シートのオプション】 

 ⇒<<枠線>>の「表示」のチェックをはず 

  す。 

  また、枠線も一緒に印刷したい場合は、 

  Excelを起動して、【ページレイアウト】  

  ⇒【シートのオプション】 

  ⇒<<枠線>>の「印刷」にチェックをつける 

  

 しかし、印刷した用紙が線だらけになる 

  ので、やはり、「枠線」は印刷されない 

  設定が良いのではないでしょうか。 

  でも、どうしても印刷したいのであれば、   

  全画面ボタンを選択してから 

  罫線の線の色・種類・太さ 等であまり 

  邪魔にならない格子線を引く方法で試し 

 てみてださい。 

（その時は、印刷範囲の設定を忘れずに  

  ね・・・♪） 

テーマ：  

1.起動時に自動的にプログラムを実行するよ

うに設定する。 

 パソコンを起動したときに、自動的に

「Internet Explorer」が開くように設定す

る手順と、解除の手順を学習しまた。 

 Windows 7 については、学習室のPCで設定す

る実習をしましたが、Windows 8.1をご持参

の方については実習出来ませんでしたので、

自宅のネットがつながる環境で手順書の通り

進めてみていただきたく思います。 

 mailやWord、Excelなど自分が普段使うアプリ

ケーションを設定すると手間が省けて便利で

すので活用してみてはいかがでしょうか。 

2.冊子印刷をして中綴じ製本をしよう 

 普段あまり使わないプリンターの機能で「冊

子印刷」がありますが、この機能を使って私

が以前に作成した「ショートカットキー事

典」を印刷し、中綴じ製本をしてみました。 

 この機能はすべてのプリンターに備わってい

るわけではありませんが、両面印刷が出来る

プリンターをお使いの方は覚えておくと

ちょっと便利です。皆さん熱心に取り組んで

いただきました。お疲れ様でした 

★平成２７年１月２４日（土） 

 講師 小池 美津子さん 参加者:１９名 

★平成２７年１月２４日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１９名 
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情報図書館 

10:15～12:00 

 

 「部会会員の写真投稿サイトの現状分析」 

 DCE部会ウエブサイト（ブログページ）の

ニューデザインも更新し、新年を迎えました

が、昨年5月スタートの投稿サイトの分析結果

をお話しました。以下、 

 投稿数（正式のみ） ９１件 

 表示回数      5370回 

 一日当たり最高数   179回 

 などとなっています。 

投稿数はまだ少なめですが、今後に期待しま

す。それに対し、表示された回数の5370回は

かなり期待できる結果と言えます。 

つぎに一日当たり表示回数は、少なめで、こ

れは、当サイトの性質等を考えると妥当な所

と思われます。 

 総括として、スタートの状況は、当初の計画

から妥当と言え、この先、長く続ける事の意

味が一層深まります。数十年後の江別市とそ

の周辺に及ぼす足跡を皆さんと共有しつつ、

この活動を続けたいとおもいました。 

※分析結果より、保存容量の圧迫は全くな

く、今後、写真一枚当たりのサイズ制限は不

要と思われました。大容量の写真をそのまま

投稿し、自動的にされる縮小制限で充分な結

果が得られるようです。 

  

 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 1月 7日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 1月 9日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 1月20日（火） 休会（大雪） 

★平成２７年１月１８日（日）参加者:６名  

 講師 小池 美津子さん  

今回は、 

・寒中お見舞いの作成方法 

・複数の署名の作成方法 

・メールアドレスのグループ化 

・新規メール作成時の”件名””本文”の  

 注意点や作成方法 

・返信メール作成時の注意点や作成方法 

・テザリングについて 

  を皆で確認しました。 

日曜日の活動を元に、早速、昨日今日と

「寒中お見舞い」をやり取りをして学習の

成果をお互いに確認して楽しんでいます。 

次回は、平成27年2月15日（日）10時30分か

らおこないます。感想やご意見等をお寄せ

ください。お待ちしています。 
 

情報図書館 

10:30～15:00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15:00～17:00 

情報図書館 

＝学習内容＝ 

★第１７回 平成２7年１月10日（土） 

 講師 猪股 嘉治さん 参加者：１０名 

         

◎ 以前に畠中さんと中村さんが紹介してく 

  れた カレンダーの使い方 

◎ 自分でカレンダーを作ってみる 

 次回２月は 関数「DAY」を使ってより 

  簡単にカレンダーを作る方法を、勉強  

  します。 

Excelカレンダ－ 

★第１８回 平成２７年１月２４日（土）  

 講師 藤倉万里子さん 参加者：１３名 

 

 画像編集ソフトを使用して、文字に影を 

 付ける方法を勉強しました。 

 

＝学習内容＝ 

GIMP 

★平成２７年１月１０日(土) 参加者:１６名 

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

 ７ 日（土） 13:00～15:00  ●会員向け特別講習会・初めてのIPad ボランティア室 

13:00～15:30  ●Web学習会・情報図書館 

  ８ 日（日）    

13:00～16:00  ●市民向け講習会 初めてのIPad ・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－ネットの活用・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

１５ 日（日） 10:30～15:00  ●アーカイブ゛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  

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

  ８ 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 Excel初級・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   ●新会員対象の初級講座  ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

  １５日（日） 13:00～15:00   ●幹事会・情報図書館ボランテイァ室 

 １７日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

10:15～12:00   ●学習部会・情報図書館 

 ２８日（土）   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） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 
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 昨年１０月初めに正式発表されたWindows 10 様々な機能と、ゕプリが搭載される様だが、

謎の部分も多い。 

Windows 10 の Windows Technical Preview がネット上で公開されました。ここでは、1月24日(日本

時間)にTechnical Previewの最新版が公開された物を実際にインストールしてみる事にしました。 

 

  

 

 

 

 

ウゖンドウズ１０の 

 PCは、Win7が動く物であればOK！タッチパネルは使わない事にし、 

      32ビットを選択。 

利用するメモリーは 32bitなら1GB以上、64bitなら2GB以上に（最低で）。 

 

ダウンロードが始まると、この先が長い！ ・ンストール→・更新プログラムのダウンロード→・実行可能のPCか

確認→・個人用ゕプリの引継ぎ→◎そのあと数回再起動 

→・設定しています、デバスを準備しています→・PC設定を適用しています→・その他の処理を実行 

準備しています→◎ようこそこんにちは・・（まだ先がある） →・おすすめの簡単設定（使うを選択） 

ここでスタート画面。 MSゕカウント→自分のゕドレスと、パスワードを設定し、「こんにちはPCのセットゕップをし

ています」 ・・更に数回画面が変わり、「電源を切らないで下さい」「ゕプリの準備をしています」  

 

 

 

 

 

 

◎そのあと最終的な再起動表示画面は、下にタスクバー、デスクトップゕコンの並んだ画面、 タスクバー

の右端ウゖンドウスマークもしくはウゖンドウスキーで、Win８から導入したスタート画面になり、縦型上下にす

べてのゕプリが見れる。隣にはゕプリを起動するための大きめなゕコン「タル」が並んでおり、タルを

クリックすることでもゕプリが起動できる。よく使うゕプリのタルをユーザーが登録（ピン止め）すること

もできる。今回提供されたTechnical Previewは、Windows 10のすべての機能が搭載されているわけではな

い。このため最終製品版とは、いくつか異なる部分も出てくる。またTechnical Previewは、完成前のOSをテ

ストするプレビュー版のため、実際に仕事で使用しているPCにンストールしたりせずに、新たな環境、仮想

環境などにンストールしてテストするべきだ。なお、今回公開されたTechnical Previewは、2015年4月15日

まで使用できる 

このバージョンの内容の検証が終わるころ正規版が配布されているでしょう！ 

WINDOWS10のTechnicalPLEVIEWを古いPCにインス

では。まずダウンロードから。あまり使っていないWin8のパソコンにンストールする事にし、 

マクロソフトのサト（http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/preview）にゕクセス、 

ISOフゔルをダウンロードする。今回配布されたのは、「ビルド9926」というバージョンだ。 

 「Windows 10は期間限定で無償ゕップグレードが可能  - Win7以降が対象」（１年間は無償）だそうで、売

り上げの伸びない失敗作Win8から早期乗換やXPのように後を引かせない配慮なのかも知れません。  

  また、タッチパネル操作が控えめになり、従来型のキーボード＆マウスに戻ったように感じられます。で

あれば、パソコンも従来型で良い事になり、より多くの人が乗り換える様になるのでしょう。以下、ンストー

ルを順を追って説明。 

   ここで 

☆オペレーテングシステムの選択、下記いずれかの選択 

 Windows TechnicalPreviw  →こちらを選択 

           →ようこそ パスワード画面 

 Windows Rollbak →こちらを選ぶと元に戻せる！ 

(竹内 秀機 記） 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/preview
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  ① PDFで貰った資料を手直ししたい時に編集出来るソフトをインスト－ルする。 

  ➁  アドレス http://www.reneelab.jp/pdf-converterより、無料でインスト－ルする。 

  ➂ インスト－ル後、この画面が表示されるので、PDFファイルをドラッグ&ドロップ 

            で追加する 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ④フアイル名が表示される 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

PDFをWordやExcel等で編集 

（次ぺージへ続く） 
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⑥ 最後は変換が終わると状態の下に青い色でファイル名が表示されるのでクリックし  

  て結果を見る事が出来ます。                    

⑤  どの形式で変換するか選択（例 Excelを選択）→変換を実行する。 

（参考事項） 

PDFは情報の配布・交換・蓄積を電子的に行なうために用いられます。PDFは紙に印刷するのと

同じ状態のページのイメージを保存するためのファイル形式の名前で、Portable Document For-

mat（ポータブル・ドキュメント・フォーマット）の頭文字を取ったもので、ExcelとかWordの

ソフトがインストールされてなくても、一般的に自分のパソコンにAdobeReaderが入っていま

すので、誰でも閲覧出来き容量も少なくなっています。しかし編集が出来にくいので今回は

Excel等に変換するソフトの活用方法を説明しました。 （髙橋 晃 記） 

 

 今年に入って例年になく、大雪の日が続いておりますが、皆さんお元気ですか。 

立春とは名ばかりで寒い日が続きますので、各自体調に気を付けて下さい。 

 ＥＰＯＣの活動も今後益々向上するように日々お互いに頑張って行きましょう。 

  （髙橋 晃 記） 


