
 

                                           － 1 － 

 

  

 

 代表幹事 中村 義広 

会      長 皆川 雅章 

 EPOC会員の皆さん、明けましておめでとうございます。 

パソコンのソフト環境も次々と新しいものが開発され出てきています。 

 基本ソフトでは、不人気だったwindows 8、8.1からwindows10へ（７月中旬まで無償

アップグレードが可）移行が進んでいます。さらにOffice製品ではOffice2016スイート

とOffice365の２種類が提供されています。私たちが利用するうえで選択肢が増え事は

いいことではないかと思いますが、複雑な感じがします。 

 その背景にあるのは、今後パソコン・タブレット・スマートフォンなどの情報機が、

ノートパソコンの性能とタブレットの操作性・持ち運びやすさの良いとこ取りをし、パ

ソコンにもタブレットにもなる「2in1タブレット」を目指していると感じます。 

 とはいえ、私などシニア世代としては時代の進歩にすぐに対応ができず牛歩のごとく

新しいものに対応して使いこなしていくことなります。 

 今年も、実現可能な目標を掲げてパソコンライフを地道に邁進していきましょう！ 

  会員の皆様、新しい年を迎えました。私が2009年からEPOCの活動に参加させていただ

いて、気がつくと７年になろうとしています。月日の経つのが早いと感じるとともに、

毎日の積み重ねの大切さも改めて感じています。以前、このような計算をしてみたこと

があります。「１日に30分読書をすると、１年では読書時間は何時間になるのか？」そ

の結果は、30分×365日＝10950分、時間にすると182時間と30分、さらに日数にする

と、７日と14時間30分となります。1週間以上休まず連続して読書をすることは、不可

能ですから、この蓄積は大きな意味を持ちます。後から、簡単に取り戻せる時間ではあ

りません。 

 さて、EPOCの活動を振り返ってみましょう。みなさんが参加している部会活動などの

参加時間を１年分合計するとどうなるでしょうか？きっと同じように、日々の活動の結

果が大きな蓄積となっていると思います。その成果が毎年開催されているEPOC文化祭の

作品となっています。今年度も新たな取り組み成果を拝見することができました。 

 我々の生活を豊かにしてくれるデジタル技術の習得や活用を日々の活動の中で行うこ

とを通じて、会員の皆様の日々の生活が充実するとともに、会員相互の交流がさらに発

展していくものと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。 
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 １月２０日（日）１８：００より、新装オープンした「はやし野幌店」にて、恒例に

なっていますＥＰＯＣ新年会を参加者１２名参加のもと行いました。当日の朝までは雪

が降っておりましたが夜には天候も回復し一安心しました。 

 １月末までは団体１０以上の場合はオープン割引があり２時間 飲み放題 と食べ物も特

別料理提供によりおいしかったです。最後にオークションを行い、２０：３０に会も無

事終了しました。皆さんお疲れさんでした。 今年も宜しくお願いします。 
 

 ウインドウズ１０のアイテムやその性質をちょっとカジリます！ 

Office Sway とは、優れたデザイン機能を持つ Web ベース コンテンツ作成アプリ  

 https://sway.com/ 

レポートやプレゼンテーション、自分のストーリーをインタラクティブに表現、共有も簡

単・・・とある。 

  では、そのSway（スゥエイ）とは？ Swayはバージョン2003までマイクロソフトが提供していたフロ

ントページを今のパソコン環境に合わせて作り直したソフトだ。Officeを使っている、又はMicrosoftア

カウントを使用していれば無料でSwayを利用できます。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブ

レットなどにも対応し、撮影した写真や動画を組み込めるよう設計されている上、ツイッターやYouTube

といったSNSに投稿する際、コンテンツを シームレスに貼り付けることが可能だ。 他にも、様々な利用

法があると思う。 アイデア次第だ！ 

写真や画像と説明文を駆使してプレゼンなどの利用が考えられるが、それよりもむしろ「絵本を

すぐ作れる」事に注目だ！ お気に入りの写真や画像に（動画もOK）ストーリーを付け、オリジナ

ルの作品を短時間で楽しく作ることが出来る。 

 私たちの慣れ親しんだOfficeソフトとはかなり違った独特の感覚があるので少し戸惑うかもしれ

ないが、是非、反復練習をして、使いこなしたいアプリと感じます。 ちなみに、Swayとは、体な

どをゆする、動かす事、（スゥイング） なんとなく 小島よしお を思い出して笑ってしまった。   

  皆さん！ ぜひSwayに挑戦して良い作品を作って下さい。                      （たけうち） 

Windows10  Sway の巻 

（髙橋 晃 記） 

https://sway.com/
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 オートフイル機能で連続できるデータは初期  

 設定で決まっているが、追加が可能である。 

 その追加する方法 

◎ Excelを PDFで保存できるが、保存はBook  

  を印刷する形態で保存される 

 ★第１７回 平成２８年１月９日（土）  

 講師 藤倉万里子さん 参加者：１１名 

 

 背景に四角を入れ透明にした中に 写真を貼  

 り付ける手法を学びました。 

 

情報図書館 
10:15～12:00 

15:00～17:00 

情報図書館 

＝学習内容＝ ◎連続デ－タの入力 

 

講師 竹内 秀機さん 参加者:１６名 

    ＝学習内容＝ 

★平成２８年１月１０（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:６名 

     
＝学習内容＝ 

 
情報図書館 
13:00～15:00 

 

 

 ★平成２８年１月９日（土） 

 

 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 1月 6日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 1月 8日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 1月19日（火） 13:00～16:00 

 テーマ ”フォトムービーを完成させよう！”  

 皆様  本年も宜しくお願い致します (^^)/。 

  

 今年最初のDCE部会は、「フォトムービー」の  

 完成に取り組み、全員同時進行しながら、効  

 果や諸設定の動作を確認出来ました。 

 BGMをつけmpg4で保存して完了しましたが、音  

 楽や、その仕上がり具合の確認は各自、自宅  

 でという事に成りました。  

 次回2月の例会で、自作（写真から選曲まで）  

 フォトムービーの完成に繋げたいと考えてい 

 ます。いかがでしょうか？  ヘッドホーン

（イヤホン）が必要になりますので各自ご用意  

 下さい。 

  

 既に仕上がっていて DVDに焼きたいが、自分   

 では「ソフトが無いので無理 」という方はご 

 相談ください。 

   ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

  

  

『フィルタやレイヤースタイルを使い波紋と

水滴を作る』２回目 

前回の復習をしながら下記を学習しました。 

①フィルタで簡単に波紋を作る 

②ビルを水に映り込ませる 

③葉を複製して映り込みにする 

④レイヤー効果を組み合わせて水滴を作る 

次回は文字を水の質感にします。 

＝学習内容＝「ＧＩＭＰ（ギンプ） 

★第１８回 平成２８年１月２３日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：８名 
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           【学習内容】 

  学習テーマ： 図の操作のテクニック 

 1.ページ内の図を「選択」ウィンドウで操作   

  る。 

 2.グリッド線、配置ガイドを使う。 

 （配置ガイドはWord 2013の新機能） 

 3.図の位置を微調整する。 

 4.図をページ上の定位置に固定する。 

 5.コピーした図を元の図と同じ位置に 

   貼り付ける。 

 Word 2010で挿入したオブジェクトが選択できな  

 い場合がありますが、選択する手法や作成した  

 図を「文書パーツ」へ登録や利用の仕方につい  

 て学びました。 

 来月は残りのテーマを学習します。 

情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２８年１月２３日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１９名 

★平成２８年１月２３日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:１７名 

         【学習内容】 

ＥＰＯＣ（江別パソコン利用研究会）では  今、新会員さんを募集しています。 

 江別市とその近郊にお住まいの方で、パソコンの得意な方・おぼえたい方・興味のある方を募集

しています。ＥＰＯＣではワードやエクセルをはじめ写真や画像の処理、データの作成などを学び

あっています。興味のある方は、下記までご連絡ください。詳しくご案内いたします。 

お問い合わせ先  入会ご案内等はこちら！     Eメール：info@e-epoc.jp  

   または情報図書館まで                       ☎ ：090-9524-8192  EPOC代表幹事：中村 義弘 

今回は、2か月ぶりの活動の為、皆で復習を

兼ねて『Excel基礎学習』の「第5章 練習問

題」から解き、次に11月におこなった「確認

問題 2問」を確認しました。 

その後、各自「確認問題 1問」を解き、その

結果を見せていただきました。 

みなさん 素晴らしい出来で、流石 <<え

ぽっくのメンバー!!>> と、感心しました。 

２月は、第6章から進めていきたいと思いま

すので、今回の資料をお持ちください。 

今回は、テキスト「PowerPoint2010」第２章 

練習問題から学習しました。 

その後、準備していた応用問題を皆で作成し

てPowerPointの基本的な操作方法を確認 

しました。 

次回は、第3章から進める予定です。 

次回は、「2月21日（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。 

情報図書館 

10:30～15:00 

 

 

 

 ★平成２８年１月３１日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:６名 

      【学習内容】 
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  ３日（水）  13:00～16:00  ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

 １２日（金） 13:00～14:50  ●シニア部会・情報図書館 

１３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 初めてのｉｐａｄ・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

 １４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 初めてのｉｐａｄ ・情報図書館 

 １６日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

 ２１日（日） 10:30～15:00  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

  

２７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  

   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 画像編集講座 ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

 １３ 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 画像編集講座・情報図書館 

 １５日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

  ２０（日） 15:00～16:30   ●EPOC幹事会・情報図書館ボランティア室 

 ２６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  

２７日（日） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 
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 ①二つの表を別々のページに印刷する。 
 一つ目の表をドラッグして選択する→「ctrl］キ－を二つ目のキ－を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページレイアウトの印刷範囲の設定→印刷をクリックすると別のページに印刷される事が解る。 

 

 

 

 

   

 ②複数のシ－トを一度に印刷する。 

  ファイル→印刷→ブック全体を印刷（名古屋・大阪・福岡）が印刷される。 

  

 

 

 

 

 

 

③行番号や列番号も一緒に印刷する。 
 ページレイアウト→見出しの印刷クリツク→印刷→完成 

（次頁へ） 
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 節分は立春（２月４日）の前日の２月３日に行

われ、鬼が持っている邪悪な気を追い払うため

に、マメを用いて鬼を退治し１年の無病息災を

願う行事ですね。「鬼は外福は内」 

 この１年元気よく過ごすことが出来るように 

積極的に突き進んで行きましょう。 

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 

会報「えぽっく」編集部 

（前頁より）   

③罫線のない表に枠線を入れて印刷する。 

ぺ－ジレイアウト→枠線の印刷をクリックしてオンにし→フアイル→印刷→枠線が表示される。 

 

 

 

 

④コメントも一緒に印刷する。 
 校閲タブクリック→すべてのコメント表示→（例１０ケ－ス以上は注文できませんと入力） 

 注文数は１０以上入力出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤見せたくないデ－タを隠して印刷する。 
  印刷したくない範囲をドラックして範囲選択→ホ－ムタブの書式→<非表示/再表示>にマウス  

 ポインタ-を合わして<列を表示しない>をクリックするとＤ列が表示されなくなる。 

 

 
 

 

 

（髙橋 晃 記） 

（髙橋 晃 記） 


