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  ＥＰＯＣ会員はじめ情報図書館を利用される一般市民の方々へのサポートを 

含めて、各部会活動で習得を行なっております。  

①ＥＰＯＣ会員講師による情報図書館の講習会 ②ＥＰＯＣ会員のための講習会  

③Office部会 ④シニア部会 ⑤サムディ部会 ⑥ＤＣＥ部会 ⑦学習部会 ⑧アーカイブ部会 
⑨Ｗｅｂ部会 ⑩皆川教室 

 この他にも２ヶ月毎に会報を発行して情報発信に努めております 

 これからも 「地域社会への貢献の結果、自らのスキルアップに繋がった!!」を、皆で        

 目指していきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）は、江別

のパソコン愛好者が集まった市民の会です。そ

の成果を発表する場として、毎年１１月３日の

文化の日に「パソコン文化祭」を開催していま

す。 

ＥＰＯＣの活動は、パソコン利用にあたって、

情報収集・処理・加工・発信等に役立て、自ら

の日常生活をはじめとして地域社会への貢献の

一助として皆で進めて行きます。 

 

 

     コンピュータ学習室   

◇パソコン操作の相談◇ パソコンの仕組み・

操作方法の相談・Excel編、Word編 など 

 

       デモ展示室 

◇各部会の写真展示およびプリクラなど・・・

小学生・中学生に人気がありました。 

第一部 ◇編集部による活動報告◇ 発表者：高橋 晃さん   

 １．北海道博物館  ２．北海道開拓の村  

第二部 ◇TOLOT(トロット)のご紹介◇  

 撮った写真を簡単にフォトブックに！ 発表者:大栗 一孝さん  

     １コイン(500円)でこれだけの事が！と好評。 

ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）は、 

 

◇プリクラ写真体験 
プリンターでこんなことも・・・と人気。 

◇占いコーナー 
 毎年恒例パソコン占い、あなたの運勢は？ 

ＥＰＯＣ会員による展示、掲示物。 

    例年にも増して、多くの作品が発表 

パソコンを駆使し特に手間を惜しま

ず作り上げた作品は、各部会の特色

のうかがえる力作ぞろいでした。 

（編集部） 

されました。 

視聴覚室 
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文化祭終了後、懇親会を「居酒屋」いろはにて 

行いました。 

各自自己紹介を兼ね、日常取り組んでいる事等を 

発表し２時間３０分位で、会も無事終了しました。 

  来年も良き年であります様、祈念します。 
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           【学習内容】 

 
情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２７年１１月２８日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１９名 

情報図書館 

10:30～15:00 

★平成２７年１１月２８日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:２０名 

 

 

  

 

今回は、新しい方が参加されたので、１０月

に学習した所を復習を兼ねて 

「PowerPoint2010」のテキストの第２章から

学習しました。 

基本的なプレゼンテーションの作成からプ

レースホルダの操作、スライドの挿入・削除 

のし方、文字の入力や書式の設定などを学習

し、スライドの入れ替えや複製の様々な作成

のし方、保存のし方等を学習しました。 

次回は、64ｐから進める予定です。 

次回は、「1月31日 10時30分」より情報図書館

ボランティア室でおこないます。 

Wordのたくさんある機能の中から、本日は

「ページ書式とレイアウトのテクニック」につ

いて学習しました。 

例えば両面印刷をして綴じる時の余白のバラン

スを良くして見映えのする文書の作成など、 

この機能を上手に使うことで、差がつく文書を

作ることが出来ます。 

具体的な内容は 

◎本文を片側に寄せて両面印刷をする設定法 

◎ページ番号の位置を奇数、偶数で左右に振り  

  分けて表示する 

◎目次に続く本文のページ番号を「1」から起  

  番する方法 

◎ 本文領域の上下を罫線で飾る方法 

◎ ページ幅一杯に「キリトリ線」をつける方   

   法 

   他に「ページ罫線を表や段落罫線につなげ

る」を用意していましたが、時間の都合で次回

に延ばしました。 

  新し 

い会員の参加もあり、また、テキストだけの要望

もありましたので、関心度が高かったように思

います。 

  次回（1/23）は今回の残りと「図の操作のテク

ニック」について学習する予定です。 

  

        

 

前半は、9月の復習を兼ねながら、「ヘッダー・

フッター」の設定のし方や教材テキ 

ストに載っていない設定のし方を交えながら確

認しました。 

後半は、130ｐからの「印刷タイトルの設定」

「印刷イメージの確認画面で出来る 

事」「改ページプレビューの利用」等 136ｐま

で進み、第5章を終了しました。 

その後、「確認問題 2問」「第5章 練習問題」

を、時間の中でそれぞれ解いていただ 

きました。 

1月は、その3つの問題から皆で確認していきた

いと思っております。 

 

★平成２７年１１月１５日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:５名 

【学習内容】 

【学習内容】 
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情報図書館 

10:15～12:00 

 

15:00～17:00 

情報図書館 

★第１５回 平成２７年１１月２８日（土）  

 講師 藤倉万理子さん 参加者：１１名 

         

ＧＩＭＰ（ギンプ）」で出来た枠の中にデジ

カメで撮った画像をはめ込む 

というテーマで年賀状を作成しました。 

最後まで出来ませんでしたので1月に完成させ

ることにしました。 

  

＝学習内容＝ 

★第１４回 平成２７年１１月１４日（土） 

 講師 猪股 嘉治さん 参加者：９名 

 

① PhotoShopで年賀状 

② デスクのクリーンアップの方法 

＝学習内容＝ 

★平成２７年１１月１４日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１６名 

        ＝学習内容＝ 
テーマ  ”スライドショービデオを作ろう”  

  

 
情報図書館 

13:00～15:00 

★平成２７年１１月８日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:３名 

＝学習内容＝ 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 11月 4日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 11月13日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 11月17日（火） 13:00～16:00 

 

 
 

①『メタリックな質感をもったロゴを作る』  

②『木目に焼き込んだようなロゴを作る』 

 

 変形のガラスを使用。 

 レイヤー効果ベベルとエンボスを使用。  

    

       以上を学習しました。 
 
 

 

秋の文化祭も終わり各自、新しい目標に取り

組む頃と思います。 

DCE部会も予定を変更して、デジカメ写真の

ビデオ化に取り組みました。 

持参いただいた写真をMS社 フォトギャラ

リーで探し、まとめて取り込み、同社ムー

ビーメーカーで「スライドムービー」に仕上

げました。さらに完成度が上がるように、次

回は写真を事前準備してスムーズな進行をし

ます。 

皆さま、宜しくお願いいたします。 

 、１月～３月は、初歩のフォトショップ講座

になります。宜しくお願いします！ 
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  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  ●会員向けの講習会 Word活用術・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

13:00～15:30  ●Web学習会・情報図書館 

 １３日（日）      
13:00～16:00  ●市民向け講習会 Ｅxcel初級 ・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） 10:30～15:00  ●幹事会・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   ●会員向け講習会 Excel便利技②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 デジカメ写真・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） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 
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 Office2016 ライセンスの話    日経パソコン より 
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はや年の瀬。皆様の師走はいかがでしょうか・・ 

Office2016の記事の抜粋をご紹介しましたが、題名の通り本当に

ややこしいことになっています。売り手側に翻弄されずに、今

ある環境を今一度大切にして行く事がベストと思います。十分

な時間をかけて移行を見つめて行きましょう。 （たけうち） 

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 

EPOC代表幹事：中村 義弘 

                       （この項、ウェブサイトITPROby日経コンピュータ記者の眼 田村 規雄 氏＝日経パソコン より抜粋）  

（竹内 秀機 記） 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/opinion/
http://pc.nikkeibp.co.jp/

