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愈々、2015年度（平成２７年度）を迎え、ＥＰＯＣ（江別パソコン利用

研究会）も創立２７年と、会員皆様に支えられてきました。新年度総会

を例年通り行います。皆様の 多数ご出席をお待ちしています。 

     日時は、５月１７日（日） １５：００～１６：３０ 

場所： 情報図書館 デモ展示室    と、なっています。 

新年度スタートと共に会員皆様にアンケート形式で各種お問い合わせやご希望をお訊ねし、回収

させて戴きます。毎年、返信忘れ等の方もいらっしゃいますので、お忘れなく、早め返送をお願

いします。                           （幹事会 より ）  

 

 

２００２年５月号より 

 一部抜粋して編集 

こちらも、恒例の新年度懇親会を 総会終了後、場所を移して行います！ 

場所は、鋭意選択中です！ 決定次第メール等で詳細をお知らせし

ます。お待ちください！ 

昨年度の経験したことや、思い出話、これからしたい事など楽しく

語らいましょう！ 
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アーカイブ部会は、写真などのデジタル化保存の実施とＰＣ運用の学習を

行っています 

ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌの実践的学習を楽しく学ぶオフイス部会です。 

 

パソコン全般の知識探求とスキルアップを目指しています。 

 

テキストに沿って解説しながらｐｃ操作の理解を深めていきます。 

 

シニア部会では、パソコン全般の疑問な点などを調べたり、教えあったりし

ています。会場は、大麻えぽあ会場。情報図書館。野幌公民館があります。 

ＤＣＥ、デジカメ写真をパソコンに取り込み、ウェブに発表しています。ま

た、画像編集やPC操作環境なども随時織り込んで学習しています。 

ウエブサイトの勉強と必要な技術を学んでいます。 

 

平成２７年度一年間は、皆川会長の都合により休会とします。 

他に、編集部。メディア記録部などがあります。また、江別市、情報図書館の主催す

る市民講座のお手伝いなどを受け持っています。 

                    エポック（江別パソコン利用研究会）では、 

随時新会員さんを募集しています。興味のある方は、いつでもお問い合わせください。

詳しく案内いたします。 また、情報図書館掲示板に入会申込書を設置しておりますの

でご利用下さい。 

編集部員急募！！ 会員の方で冊子編集に興味のある方！ 編集部員として

活躍していただきます。お問い合わせください！ お待ちしています。 

 

エポック（江別パソコン利用研究会）の様々な活動を簡単にご紹介します。各

部会とも重複参加が可能です。 皆様のご参加をお待ちしています。 

鵜野 勝教（ウノ マサノリ）さん  

江別市野幌若葉町 

入会動機：生活に便利なＰＣを購入したものの利用の仕方がよく

理解できない。しっかり学びこれからの人生に生かしてゆきたい

と思っております。よろしく、ご指導のほどお願い致します。 
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情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２７年３月２８日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:２１名 

情報図書館 

10:30～15:00 

【学習内容】 

プリンターのプロパティを使わずに、Wordの印

刷のBackstage ビューにある機能の説明をし

て、実際にどうなるかを学習しました。 

印刷のテクニックいろいろ 

 1. 現在の設定ですぐに印刷する 

 2. 「ページの色」を印刷する 

文書の背景に塗りつぶしの色やテクス

チャを設定する 

 3. 拡大・縮小印刷する 

A4の文書をB5やA5サイズしたり、A5サ

イズの文書をA4に印刷する。 

 4. 一枚の用紙に複数ページを割り付ける 

 5. 自動両面印刷機能がないプリンターで   

   両面印刷をする 

両面印刷用のオプションを使うと、片

面印刷しか対応していないプリンター

でも両面印刷することができます。 

 6. 常に逆順で印刷する 

プリンターの中にはページが逆順に排

出される機種がありますが、印刷ペー

ジ順を逆から排出するようにすれば、

用紙を入れ替える手間が省けます。プ

リンター自身に逆順印刷の機能がなく

ても、Wordの逆順オプションを利用す

ることで解決します。 

 7. 見出し項目だけを印刷する 

 8. 隠し文字を印刷する 

 9. 印刷を中止する 

以上の多項目を学習しましたが、中には普

段活用できるものもいくつかありますので

覚えておくと便利なテクニックです。 

★平成２７年３月２８日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:１９名 

【学習内容】 

第3章までの関連練習問題」の資料を元に1月 

から学習をおこなってきましたが、最後の  

 問題「問題４」まで終了いたしました。 

 その後、総まとめとして「請求書」をサンプ  

 ルを見て制作しました。 

       皆さん 素晴らしい！！ 

4月は、「第4章」から学習したいと思います。 

 

 

 ★平成２７年３月２９日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:５名 

  【学習内容】 

今回は、メンバーから要望のあった『OneNote』

の使い方を学習しました。 

Windowsに標準搭載されているメモアプリの

『OneNote』は、 

iPhoneからもAndroid端末からも利用できたり、 

「スカイドライブ」と連携したり、 

自動的に同期して常に最新状態で使えるメモ

サービス！ 

使い方は、とっても簡単！ 

今回学習したことを元に、 

ドンドン楽しく触ってみましょう。 

 

4月は、それぞれが学習した機能の情報交換をし

ましょう。 

次回は、平成２７年４月１９日（日）10時30分

からおこないます 
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★第２２回 平成２７年３月２８日（土）  

 講師 藤倉万理子さん 参加者：１１名 

        GIMP（画像編集ソフト） 

「虹とシャボン玉を作成」 

のうち シャボン玉を作成 

しました。 

 

Office部会のＨ２６年度は本日で終了です。

一年間有難う御座いました。 

 

 

 

 情報図書館 

10:15～12:00 

  DVDなどのタイトル印刷は、プリンターの

機能として直接DVDの表面に印刷する事が出

来ますが、紙シール張り付け用で作成したい

事も多いようです。更に、配布されている

シール印刷ソフトでは写真や文字が思い通り

に表現出来ない事を経験された方も多いと思

います。 

 そこで、シール印刷は既存のソフトを使う事

にし、デザインは表現が幅広いフォトショッ

プなど 使い慣れたソフトで自由に作成しま

す。 

 初めに、メーカーElecomやKOKUYOの専用用

紙とその印刷ソフトを紹介し、次にフォト

ショップエレメンツを使い写真データなどの

編集を学びました。 

 用意した写真の解像度が低かったため皆さ

ん苦戦していましたが、思い思いのデザイン

でDVDラベルを作成されていました。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

   

  

15:00～17:00 

情報図書館 

＝学習内容＝ 

★第２１回 平成２7年３月１４日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：１０名 

         

前回の復習 表示形式を「ｄ」にして表示する。 

Excelカレンダ－ ＝学習内容＝ 

★平成２７年３月１３日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１８名 

        ＝学習内容＝ 
”フォトショップエレメンツで DVDのラベル              

シールを作ろう！” 

 
情報図書館 

13:00～15:00 

★平成２７年３月８日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:４名 

 

Section29 ぶれた写真をはっきりさせよう

（アンシャープマスク） 

Section30 逆光で撮影した写真を明るくしよ

う（スマート補正・レベル補正） 

Section31 くすんだ色の写真を鮮やかにしよ

う（彩度の調整／自然な彩度） 

Section32 自然なあかるさに補正しよう（自

然スマートトーン補正） 

Section33 補正した写真を閉じて保存しよう

（別名保存／jpg保存／psd保存） 

Section34 人物の肌をいきいきとした色に補

正しよう（肌色補正） 

以上を学習しました。 

＝学習内容＝ 

前回の幹事会での提案を受け、シニア部会の

活動内容を報告し、部会の状況を皆さんに理

解していただき、多数参加出来る様にして行

きたいと思っていますので宜しくお願いしま

す。 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 3月 4日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 3月13日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 3月17日（火） 13:00～16:00 
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  １日（水）  13:00～16:00  ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

 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部会・情報図書館 

13:00～14:50  ●会員向けの講習会 Excel初級・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

 １２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 

１９日（日） 10:30～15:00  ●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  

  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部会・情報図書館 

13:00～14:50   ●新会員向け講習会 Word入門  ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

 １０ 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 Word入門・情報図書館 

  １７日（日） 15:00～16:30   ●EPOC総会・情報図書館デモ展示室 

 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） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 
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例年に増して早い雪解けでフクジュソウが大欠伸の様子。春休みの子供

たちがお婆ちゃんに手を引かれ何処かへお出かけして行った。野球開幕

戦。サッカー試合と、スポーツ観戦も忙しい。庭木や花壇のお手入れも始

まり、皆さんなんとなく春気分。さあ、そして新年度。少し、気持ちを引

き締めて行こう！   高校野球の決勝を見る前に脱稿と、しよう・・・ 

                          （たけうち）                          

 

などの様です。これで、私が思い出すのは、マイクロソフト社が Windows3.＊や Windows95を

世に送り出した頃の事です。 何か、なりふり構わずの様相がとてもよく似ているように感じら

れます。 

無料は、この先、「1年以内の対応」と条件が有りますから、私たちも 遅れないように上記イン

ストール方法で更新する必要がありますが、世界中のWindowsが一斉に「10」になるとは、すざ

ましい変遷と言えるでしょう。 

なお（3月31日）現在は最新テスト版としてWindows 10TP10049が発表されています。 

   それにつけても、「タダより怖いものはなし・・・」にならない事を願いましょう！                           

                                                                                       

Windows 10 見えて来た特徴 前号に続き、今話題の「Windows 10」のお話です！ 

 ◆ マイクロソフト社次期OS・・ 今（3月31日）分かっている内容は、以下～ 

● Windows 7 8 /8.1  

● PC  

    

● Windows Xbox OS 1  

    

● 2015 7  -  8  

●  

   ISO DVD  

●  

      

● Cortana( )  

    

 IE   

     

                         Proj ect  Spartan     

●  

   

●  Win7 8  

 

info@e-epoc.jp 

（竹内秀機 記） 


