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現代は、情報と技術革新の時代です。活字が文化を広げたように デジタル技術とそれによる情報の伝達、拡

散が世界を駆け抜けます。テレビ文化ではある程度の規制や統制が時として操作されたりします。   
インターネット文化は良きに付け 悪しきに付け規制や統制の外にあるようです。   写真

や映像が音声や文字と共に 一瞬にして世界を駆け抜けます。 それだけでは有りませ

ん。    一人の発信者の一つの情報に世界中の数万～数十万もの人々が、賛同した

り意見を述べたりします。   それらによって さらに情報が肥大化して高速で伝わって

行きます。   正確か否かはその後です。それが現代です。今起こっている事柄を

いち早く伝えますが、うそや不確かな情報もまかり通ってしまいます。人を救ったり慰

めたりできますが、 陥れたりだましたりの 犯罪も多いのがネット社会です 。 

私たちＥＰＯＣでは、パソコンを学ぶ事で多くの知識を得、経験も 積みますが その事

で正しく社会を見つめて より深く追求できるように、日々過ごして行きたいものです。

                            （ 編集部 ）

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  

   電話：090-9524-8192  EPOC 代表幹事：中村 義広 

または 情報図書館まで 

 
１）総会案内 

平成２８年度 ＥＰＯＣ総会を次のとおり開催 

致します。 

   多数の出席をお待ちしております。 

   日時 ： 平成２８年 ５月１５日（日） 

        １５：００ ～ １７：００ 

   場所 ： 情報図書館 デモ展示室 

 

今年もアンケート葉書をお送り致しますので、ご要

望等ご記入のうえ、下記期日までお願い致します。 

    発送期日：４月１８日 返送期日：５月１０日 

２）総会後の懇親会 

例年通り、懇親会を１７時３０分より開催   

致します。 

  新年度に向けての目標・抱負等を語り合い  

    ましょう！ 

   

 場所等詳細については、後日メール等で 

 ご案内致します。 

（中村代表幹事 記） 



 

                                            － 2 － 

通知が集約されるアクションセンター  新たに「Windows10」で追加された 

「アクションセンター」は、タッチパネルを搭載するデバイスなら画面の右端から左へスワイプ、もしくは右下の通知

領域にある吹き出しのアイコン        を選択することで呼び出せる。（Windows + Ａ キー  終了も同じく） 

アクションセンターの通知領域には、OSからのさまざまな通知や、対応するアプリケーションの通知がまとめて表示さ

れる。通知をタップすることで、通知元のアプリケーションを開くこともできる。 

通知を消去するには、通知の右上に表示されるバツボタンを選択するか、通知を右へスワイプ（または、その右端の近くをクリック）する 

                                        

通知とアクション  
「クイックアクション」を選択  

４コマの中から好きなように並び替える。変えるだけなので深刻な事にはならない。 

◎「通知」は Windows に関する５っが用意されていて通常全てオンで良い 

◎「次のアプリから通知を表示」はアプリの通知機能を備えたものが表示されている。 

それぞれ通知があったときにアクションセンターに表示するようになるので自分で好きにオン・オフできる。 

 リンク表示（青字）されている２行の設定はいずれもタスクバー（通知領域）の見え方に関するもの。 

「タスクバーに表示するアイコンを選択」 

私の場合はボタンが約２０個並んでいる 全部ONにするとタスクバーに（通知領域）に 

地域情報・時計から左へずらりと並ぶ。それが煩わしいので全部OFFにするとシステム以外は領域から非表示にな

るが「∧」をクリックすれば従来通り表示窓にまとめられてすべてが出る。 

 

「システムアイコンのオン・オフ」  
ここでオフにすると時計も音量も表示されなくなる。現在表示されていないシステムが有ればここでオンにすれば

よい(指定できない物も有る)これが、「アクションセンター」と「システム」→「通知とアクション」の表示だ。 

この要領で 

「システム」窓がすぐ出てくるので、従来以上にシステムの内容が見やすく、その分理解しやすくなった。その内

容を見て種々の設定を確かめる事をお勧めする。慣れてくると 

自分に合わせてカスタマイズして見るのも良いだろう。                            （この項：たけうち） 

 

Windows8からは、OSに通知機能が実装され 通知回りの使い勝手が向上したが、表

示されていったん消えてしまった通知は再度確認することができなかった。今回

のアクションセンターでは通知は蓄積され、まとめて見ることできるので使い勝

手が向上している。 

 ボタンをカスタマイズする   
アクションセンターの下部には、設定を簡単に変更できるボタンも備わった。無線LAN接続

オン／オフ、画面の明るさ調節、機内モードといった、ユーザーがよく使う項目の設定を

ワンタップで変更できる。常に4つのアイコンが表示されているが、展開すれば全部で13個

あまりのボタンが現れる。その中の「すべての設定」→「システム」→「通知とアックシ

ョン」を開く。 

Windows10アクションセンター の巻 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！ 

氏名：高野 一三（タカノカズミ）さん  住所：江別市見晴台 

入会の動機：講習会「撮ったデジカメ写真は？」を受講した際、種々の講座が  

         あり４月から学んでみようと思いました。 
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情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２８年３月２６日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:２０名 

情報図書館 
10:30～15:00 

【学習内容】 

独自に書式設定して文書を作成することもいいの

ですが、Wordの機能の一つである「スタイル」を活

用し、文書作成をすると、楽に・はやく・きれいに・

見映えよく作成することが出来ます。 

例題を用いて「標題」「副題」「見出し」などの要素ご

とにスタイルを使い分けることを学びました。 

また、スタイルの書式内容を変えれば、スタイルを

自分流の見映えのする文書作成ができます。 

その結果を印刷して確認しました。 

テーマ：魅せる！ポスターデザインの作り方 

概要 

 ポスターは人の目に留まり、関心を持ってもらえ

るようにデザインすることが大切です。 

ポスターでいかに多くの人を引き寄せ、メッセージ

を伝えることができるかが求められます。 

本講座では、単に「見せる」のではなく、「魅せる」

ポスター作りのコツを教えます。 

文書表現能力や文字やイラストのデザインをマス

ターし、見栄えのする実践的なポスターを作ってみ

ましょう。 

 皆様の参加をお待ちしております。 

講座内容 

優れたポスターとは何か 

ポスター作りの５つの条件 

キャッチコピーは重要 

色と文字の選び方 

色で魅せるイメージカラー 

文字のメリハリのコツ 

イラストを使ってアイキャッチ 

 

 

 

  

   

★平成２８年３月２６日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:２０名 

【学習内容】 

『Excel基礎学習』の「第6章 」p150から学習しまし

た。  

・数式の入力・数式のコピー等シート間の集計 

・シートの挿入と削除    

・別シートのセルを参照して表を作成   

・別シートのセルの値をリンク貼り付けして表を作成  

・第6章練習問題の確認   

その他用意した確認問題で、より理解を深めまし

た。        

4月23日は、第6章に関した復習問題から進める予

定です。  

 

 

 ★平成２８年３月２７日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:７名 

  【学習内容】 

今回は、テキスト「PowerPoint2010」第3章  

表の作成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

テキストに載っていない操作を確認しました。 

     

次回は、「4月17日（日） 10時30分」より情報図書

館ボランティア室でテキスト「PowerPoint2010」第

4章から進める予定です。     
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★第２２回 平成２８年３月２６日（土）  

 講師 藤倉万里子さん 参加者：１０名 

 

 

 

 

 

＝学習内容＝ 

★第２１回 平成２８年３月１２日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：１０名 

 

   マクロの記録の仕方 

◎ Excel VBA ＝学習内容＝ 

★平成２８年３月１２日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１４名 

        ＝学習内容＝ 

★平成２８年３月１３日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:５名 

 

 

①『切り絵のようなお洒落なイラストを描く』   

②『落書き感覚で砂浜にイラストを描こう』  

前回に引き続き①『切り絵のようなお洒落なイ

ラストを描く』を学習しました。 

①を終えた人は②へと進みました。 

 

 

＝学習内容＝ 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 3月 2日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 3月11日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 3月15日（火） 13:00～16:00 

 テーマ  "フォトムービーを作ろう！"     

今回より、「フォトムービー」は自主自作になりBGM

を付け編集を完成させます。  

BGMの細部編集や効果の付け方が焦点になりま

す。    

繰り返し演練のご希望が上がりましたので、次回も

引き続き行う事といたします。  

また、次回は、フォトショップで「タイトル」を作る（文

字と背景）も実施したいと思います。 

曲は、今までのサンプルから選曲OKです。 

CDは各自手持ちをコピー後、集まる機会ごとに会

員さん同士で交換し、全員に行き渡るように配慮し

てください！   

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。       

           

    

 ◎ GIMP 

学習テーマ：背景に雨を降らせる。  

 次週復習します  

今年度は今回で終了ですが、次年度も同

様に進めて行きますので、宜しくお願い致

します。  

 

情報図書館 
13:00～15:00 

情報図書館 
10:15～12:00 

15:00～17:00 
情報図書館 
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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  ●会員向けの講習会 Excel初級・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 Ｅxcel初級 ・情報図書館 

１７日（日） 10:30～15:00  ●アーカイブ゛部会・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  

   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 Word入門・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部会・情報図書館 

 13:00～14:50   ●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  

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

 １７日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

 ２２日（日） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 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  

※ 5月15日（日） ＥＰＯＣ年次総会 １５時より 情報図書館２Ｆデモ展示室。 総会後 恒例の懇親会があります 
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 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 義広 

会報「えぽっく」編集部 

第235号えぽっく春の号 編集人：高橋・竹内 

パソコンは普通1台の画面・ディスプレイで使用ですが、パソコンのグラフィック性能が良くなってきたこ

とやパソコンの用途が広がり、複数のディスプレイを使用することも増えてきつつあります。  ＴＶ番組で

トレィダーや大学教授などが2～4台のモニターを使っているのがよく見られます。 そこで、家庭でもＰＣ

１台に２代のモニターを接続して使ってみました。左右に繋がった広い画面をマウスポインターが自由に行

き来します。    デスクトップはＰＣの背面の接続を２台のモニターへ 

（写真左） 同じく（右）ノートＰＣもＶＧＡ接続で、 プロジェクタ  な

どの接続と同じデスプレイケーブルで接続。 

※複製モード。手元のノートパソコンの画面を大きな画面やプロジェクターに表示したりなどどちらかとい

うと業務用途での使用が多いといえます。 

※拡張モード。 （今回はこちら）最も多く利用されるパターン。追加の拡張エリアで平行して作業したり別

の画面を立ちあげたりすることができます。  

マルチデスプレイは、お手持ちの古いモニタがあるならぜひ挑戦してみて下さい。疲れも

少なく快適ですが、ただ一つのマイナス面はモニタの増えた分 電気代も増えます。 

（たけうち） 

グーグルとヤフーが同時に見られる ワードの文をエクセルに張り付け

写真を選んで 右のモニタへ表示 

特別に機器やアダプターを取り付ける必要もなく、液晶ディスプレイとケーブルがあればマルチディスプレ

イを構築できます。設定の「画面の解像度」デスプレイ表示の変更→複数のデスプレイ→拡張する。 

          他に、解像度や色合いの調整が必要ですが、家で使うので ほどほどに・・ 

パソコンのメーカーや機種によって方法は異なりますのでご注意、ここでは古

い不要なモニタにＶＧＡケーブルで接続しています。新しい規格のＨＤＭＩで

したら間違いなく接続可能。さらにＴＶ画面にも接続できます。最近では３面

４面利用も有り、従来の小さく狭い１画面から解放されます。 

最近のＰＣではHDMI端子が付いていることが多くなっています。ケーブルが 

少々高価ですが便利です。またＵＳＢ接続で行える機器も有るようです。 

マルチデスプレイの接続！ 

丁度、今の時期（３月末）渡り鳥の群れが我が家の真上を大声で鳴き

ながら飛んで行きます。 見かける度にカメラを向けるのですが 今だ良

い写真が撮れません。Ｖ字飛行の白鳥たちの美しく力強い姿をビデオに収

めたいのですが・・・ 

四月、五月と例年行事が続きます。ＥＰＯＣの総会も開かれ、新たな取り組み

が展開される時期。 また、いつものように皆さんの元気な笑顔にお会いできる

事、お待ちしています。        （たけうち） 

 

 


