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アップグレードはWindows 7（SP1）Windows 8.1 UpdateのPC（タブレットなども）が対象で、XPや

ビスタとそれ以前のものは含まれませんが、その機能が要件を満たしていれば別途購入して利用も

可能です。  PCとしての最尐必須要件は、 

メモリ 32ビットで 1Gバイト以上 64ビットで 2Gバイト以上となっていま

す。 が、大変メモリ食いなので、そこから更に増設して行く事になると思い

ます。やや古くなったPCではメモリの限度が最大4Gバイトで実効3Gバイトと

尐々と云うタイプの物が多数存在します。もう増設できないタイプですから苦

しい所です。それらのプロセッサ（CPU）も Windows 10の対応処理にはつら

い物が有ります。 

また、機種により導入を待つように言うPCメーカーも現時点で存在します。注意

しましょう！ 

このあたりが、導入の分岐点になり、Windows 10を入れるか、古いま

ま使うか、新規購入か！ 考え所となります。 他にも、タッチパネ

ル、ディスプレイ（画面解像度) 画像処理能力、周辺機器対応 互

換性の問題などの不安材料が有ります。これらは、メーカーが対応に

追いついていないためと思われます。 

 いままで使用していたOSがWindows 7、8.1であっても導入には充分

とは言えない場合もあるかもしれません。その場合は、PCメーカーに

問い合わせる事と、「Windows 10を入手する」のロゴからPCのチェッ

クをして、古いPCで（新しい物も）不安が無いかを確かめてみましょう。 

他に注意点としては、Windows 10の無料アップグレードは、黙っていて自動で行われる訳では有ま

せん。予約する手続きの実行でそれが可能となります。（それ以外は購入）一年間の有効期間が有

りますから、この間 Windows 10の導入をよく考える事が出来ます。無料アップグレードを入れて

見てから新品購入を考えるのも一つの手です。 

XPなど古いままで存続する事も、お勧めは出来ませんが可能です。 

 私の古いPCに今月になってXPをSP2から入れて見ました。長時間かけてSP3や、膨大

なアップデートパッチをダウンロードして、取りあえず正常に動いている様です。セ

キュリテイはマイクロソフトSecurityEssentials がまだ有効で2日前に（7月26日）更新し

ました。いつまでXPが存続出来るかは未知ですが、経過を見たいと思います。                            

Windows 10の動作に付いては前にも触れましたが、安定して軽めに感じます。タッチパネル対応が

随所に盛られていますが、従来同様の使い方で、特にオフイス系や画像処理などは利用される事と

思います。ただし、アップグレードする前にPCメーカーのサイトで安心安全を確認しましょう！                                

Windows 10のインストールでお困りの事はありませんか？ もし困って

いるなら お知らせ下さい。解決策をみんなで考えましょう！  

また、Windows 10に関して何か話題をお持ちでしたなら是非お知らせく

ださい。 

Windows 10の無料アップグレードがいよいよ始まりです。 (7月29日より） 

（たけうち） 
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 当日は心配されていた雨も夜には止み、約２

時間の飲み会も無事終了しました。 

 八丁目通りでは野幌祭りが行われており賑わ

いをみせておりました。 

ビ－ルオフミ後は、飲み足りない方々が二次会

に向われました。 

 今年の夏は例年になく熱くなりそうですの

で、皆さん体に気を付けてお過ごし下さい。 

 

New! 

 ＥＰＯＣのビールオフミ会が７月２６日（日）１８：００より、「あおい」 

 にて８名の参加のもと開かれました！ 

編集部主催 

■石田 朱實さん 江別市野幌代々木町 

 ＰＣに付いて？？と思う所が多くあり 

自分では解決できませんでした。より綺

麗な画像に変換する方法、ワ－ドのこつ 

等を教えて頂きたいです。 

 すぐ忘れてしまうのですが、ＰＣを有

効に使えるようになりたいと思

い入会させて頂きました。 

よろしくお願いします。        

■氏家 泰子さん 江別市野幌町 

 Ｈ２７年６月２１日（日）の講習会に

参加しＥＰＯＣのことを知り、是非入会

したいと思いました。知らないことを 

知っていくことは、楽しいです。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

（ 髙橋 晃 記 ） 
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     ＝【学習内容】＝ 

【テーマ】 文字入力のテクニックいろいろ 

1.変換候補の仮名文字を非表示にする 

2.文字種によって全角・半角を強制変換する 

3.入力変換中の表示をわかりやすくする 

4.文中の単語を日本語入力システムに登録する 

5.同じ語句をあちこちに入力する 

6.ひらがな入力モードのままで英字を入力する 

文字入力で覚えておくと活用できる機能やカス

タマイズで文字入力の効率を高める手法を取り

上げてみました。 

 

★平成２７年７月２５日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:１８名 

      ＝【学習内容】＝ 

『Excel2010基礎』第4章練習問題を皆で解き、 

 その後 第５章に入りました。 

①「表の印刷」ファイルの「Sheet１」を基に 

 標準表示からページレイアウト表示に切り替  

 えて「Sheet１」の全体を確認しました。 

②ｐ126の「STEP UP 各部品の表示・非表示」 

 では、 

・デフォルトの「行の高さ・列の幅」の確認 

・ルーラーの単位の変更のし方・既定の単位の  

 確認のし方 

・枠線の「表示・非表示」「枠線の色の変更の  

 し方」「枠線の印刷」 

・数式バーの「表示・非表示・サイズ変更」等 

 について確認しました。 

 次回は、「見出し」から学習する予定です。 

情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２７年７月２５日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１７名 

情報図書館 

10:30～15:00 

 

 

   

★平成２７年７月２６日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:５名 

       ＝【学習内容】＝ 

 先月に続き「CD・DVD」について学習しました。 

「WAVの歴史」「MP3について」「モノラルとステ   

 レオの違い」 

「Windows Media Playerの操作方法 あれこれ」 

 等を確認しました。 

 次回からは、「PowerPoint2010」のテキストを 

 基に『PowerPoint』の学習をする予定です。 
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情報図書館 

10:15～12:00 

15:00～17:00 

情報図書館 

★第7回 平成２7年７月１１日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：１１名 

 

WeekDay関数を使ってカレンダーを作りました。 

条件付き書式に数式を設定して前月と次月を 

消しました。 

Excelカレンダ－ ＝学習内容＝ 

★平成２７年７月１１日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１６名 

        ＝学習内容＝ 

テーマ ”トリックアートに挑戦しよう！” 

        その２ 

前回同様のテーマで、全員同時進行で進めまし

た。どうにか時間内に完成までこぎつけまし

た。更になれる事によって時間短縮する事が出

来ます。 また、事前に用意されたテーマでは

なく各自オリジナルの制作を目指したいと思い

ます。 シリーズ化を検討しています。  

 
 

 
情報図書館 

13:00～15:00 

★平成２７年７月１２日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:６名 

 

 

CD『できるPhotoshop Elements 9』の中から 

 

レッスン24−必要な部分だけを切り抜く 

レッスン25−肌を自然な色に補正するには 

レッスン26−写真のざらつきを取り除くには 

練習問題ー写真の一部を明るく補正する 

 

以上を学習しました。 

 

＝学習内容＝ 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 7月 1日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 7月10日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 7月21日（火） 13:00～16:00 

★第8回 平成２7年７月２５日（土） 

講師 藤倉 万里子さん 参加者：１１名 

   

 シャボン玉と虹を描画海辺に人を挿入 

 しました。 

＝学習内容＝ 描画「ＧＩＭＰ（ギンプ）」 

七 

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

10:15～12:00  ●DCE部会・情報図書館 

 ８日（土）     13:00～14:50  ●会員向けの講習会 見栄えする文書作成・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館 盆休みの為休会します。 

  ９日（日）    

13:00～15:00  ●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 

 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） 10:30～15:00  ●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 

 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部会・情報図書館 

13:00～14:50   ●会員向け講習会 Excel便利技① ・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 PhotoShop入門・情報図書館 

10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・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）  13:00～15:00   ●Web学習会・情報図書館 

10:15～12:00   ●学習部会・情報図書館 

 ２６ 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  

  ２ ７ 日（日） 13:00～15:00  ●幹事会・情報図書館 ボランティア室 
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「Office 2016」は、この秋リリースされますが、お試しバージョンが6月に発表されています。 

私は、退職のち ほとんどオフイスとは縁の無い身ですが、6月当初不安定だったWordなどもかなり安定し使
い勝手も良くなったようです。  

 そのOfficeのページ https://products.office.com/ja-jp/office-2016-preview  の記事から幾つか ご紹介します。 

Office 2016 Preview 

Office の次のリリースの開発にご協力ください。開発中の新しい機能や操作性について、フィード

バックを共有していただける熱心な Office ファンを探しています。小さな不具合をものともせず、

新しいソフトウェアを試用することに興味をお持ちの方は、 Office 2016 Preview を今すぐダウン

ロードしてください。 

Office 2016 Preview を今すぐ入手する  

次のような方は、是非 Office 2016 Preview の試用をお願いします 

開発中のソフトウェアを試用し、意見やフィードバックを提供することに興味のある方 

元のインストール ポイントから以前のバージョンの Office を再インストールする方法を知っている方 

PC を使いこなし、トラブルシューティング、データのバックアップ、問題を解決するための Office 

2016 Preview のアンインストールとインストールを苦にされない方 

その他すべての Office ユーザー 
Office 365 サブスクリプションをお持ちでない場合は、以下のリストから Office 2016 Preview の試用版を

ダウンロードすることが できます。 

試用版をライセンス認証するには、次のプロダクト キーを使用します。 

Office 2016 Preview のプロダクト キー 

NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-CPQVG 

ダウンロード リンク 

Office 2016 Preview (32 ビット) を入手する 

Office 2016 Preview (64 ビット) を入手する 

試用期間が終了したら、Office 365 サブスクリプションを購入するか、元のプロダクト キーを使用して

現在のバージョンを再インストールすることができます。詳細はこちら。 

Office 2016 Preview をアンインストールするには、コントロール パネルに移動して、[プログラムと機能] をクリッ

クします。Microsoft Office 2016 Preview を選択し、[アンインストール] をクリックします。 

Office の以前のバージョンを再インストールするには、元のライセンス認証カードに記載されたプロダクト キーが 

必要です Office の再インストールに関する情報はこちらをご覧ください。   リンクはWEBページからどうぞ 

事務局・お問い合わせ先 

入会ご案内等は下記へ！ 

Eメール：info@e-epoc.jp 

☎ ：090-9524-8192 

パソコン界隈が 何かと騒がしくなっていますが、あなたは如何？ 

まるで夜空の花火です。PC、タッチパッド、携帯まで凌駕するOSをマル

チデバイス化と呼ぶそうですが、ぱっと咲いて、ぱっと散らなければ良

いのですが・・・                  たけうち 

Windows 10 の情報が賑わいを見せていますが、こちらは「Office 2016」 の話です！ 

この項：竹内秀機 

https://products.office.com/ja-jp/office-2016-preview
https://products.office.com/ja-jp/office-2016-preview#howToGet
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=534759
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=534760
https://products.office.com/ja-jp/office-2016-preview#howToGoBack
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=534030

