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江別パソコン利用研究会   会    長     皆川    雅章 

 

江別パソコン利用研究会   代表幹事  中村    義広  

 

 

2016年度の総会が終了して、新たな気持ちで今年度もスタートです。 

最近はネットワーク環境が進んでデジタル機器（パソコン、タブレットＰＣ、スマートフォン等）が

あれば大概の情報が簡単に無料で得られる大変便利な世の中になってきました。 

具体的には、パソコンを使って身近な生活に役立つことに利用する（ニュース・天気予報を見

る、地図で場所を調べる、デジタルカメラで写した写真を加工して自分流のアルバムを作るな

どなど）また、情報機器を上手に利用するために学習しあうことなど。 

情報機器もだんだん小型軽量化してきてハード面の値段は安くなってきましたが、ソフト面の

コストが多くかかるようになってきています。 

EPOCの活動は斬新的なことはできないかも知れませんが、地道にコツコツと歩み続けたて、

１１月の文化祭、また EPOC３０周年に向けて準備していきましょう。 

2016年度総会では、例年通り会員の皆様の日々の活動の成果が報告され、次年度に向けた

活動計画が提案・承認されました。EPOCの「互いに学び合い、教えあい、そして学びを楽し

む」姿勢は変わることはありません。EPOC文化祭は日々の地道な活動の成果を公表する場

であり、会員間の情報共有や交流の場にもなっています。このような姿勢や活動を持続させ

ることは簡単ではありません。加えて、皆様すでにご存知の通り、会員の新たな成果公表の

場として独自の写真投稿サイトが運営されています。このサイトへの投稿を通じ、新たな会員

どうしのつながりが生まれていくことを期待しています。情報のマルチメディア化、社会インフ

ラとしてのインターネットの発達、スマートフォンやタブレット端末の急速な普及、クラウドサー

ビスの発達など、我々を取り巻く情報環境は、変化してきましたが、EPOCはこれまで時代の

変化に適応し、新たな学びの場をつくりだしてきたと言えます。変化を楽しみ、日々の活力に

していきましょう。微力ながら、今年度も会長を務めさせていただきます。会員の皆様の積極

的な活動参加、EPOCの活動を支えて下さっている役員、江別市の関係各位のご協力を引き

続きお願い申し上げます。 
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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 

２０１６年度ＥＰＯＣ総会が、５月１５日（日）１５：００より、江別情報図書館 

デモ展示室で開催されました。 

皆川会長の挨拶に始まり、ご来賓の情報図書館 山岸 館長よりご祝辞を頂き、その後議長に皆

川会長が選出され、議事進行に入りました。 

代表幹事より2015年度全般の活動報告、各部の世話役の方々の部会報告、決算報告。会計監

査報告があり、引き続いて2016年度活動計画（案）、予算（案）も審議に入り満場一致で承認され

ました。また、新年度活動計画は 各部会とも従来に増して様々な工夫や新しい取り組みなどが

伺われ会員一同の期待や楽しみと成りました。 

 

 

  同日、１７：３０より、居酒屋「いろは」野幌町５２－７にて おなじみ懇親会も開かれ、 

10 数名が参加しました。懇親会は大いに盛り上がり みなさん楽しいひと時をすごされました。 

普段から気の置けない仲間通し！ 和気あいあいのうちに３Dアプリケーションの話など 機知にあ

ふれる会話が弾み、しばし、時の経つのを忘れました！  
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Windows10                                               
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！ 

起動の起動のパスワードパスワードをを省省略！略！の巻    

起動画面でパスワードを省略してしまう簡単な方法！ 

ＰＣでは、特に近年 不法侵入に対し厳格厳重になって来ていますが、私たちのように自宅据え置きでパソコ

ンを利用する時、自分と家人以外の見知らぬ他人が手を触れる事はまず有りません。だとすれば、ノートＰ

Ｃなど持ち歩く物以外は、長いパスワードを起動の度に毎回打ち込まなくても良いのではと考えました。 

 「Windows10」では、パスワードの省略 4桁数字入力のＰＩＮ番号が有ります。（設定→アカウント→サイ

ンインオプション→ＰＩＮ ） これも良い方法ですが、 

いっそ、何もせずに即、ログイン！ と言うのが今回のテーマです。自宅据え置き「Windows10」でかつ、管

理に自信があり、「パスワード入力が面倒だ」という貴方は お試しあれ！ 

netplwiz 

スタートボタンや、タスクバーなどから「ファイル名を指定して実行」を探して、四角い入力ボックスを表
示させて下さい。（Windows + R キー） 

 名前；欄に 「netplwiz」と入力してＯＫ⏎  

 ユーザーアカウント の窓で 『 □ ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワード

の入力が必要  』    の 「✔」をはずす。→ＯＫ で、次画面 

「自動サインイン」 自分の普段のパスワードを入力 → ＯＫ 

  絶対おすすめと言う訳ではないが、気楽な解放感の様なものが味わえます。       （たけうち） 

 元に戻したい時は、「ファイル名

を指定して実行」から同じ操作で

ユーザーアカウント の窓から

「✔」を入れると元の状態に戻る 

再起動して次回からはパスワードな

しで立ち上がります！ 

 

 

 

 

氏名：藤岡章一（フジオカショウイチ）さん  住所：江別市あさひが丘 

 「広報えべつ」でＥＰＯＣの存在を知り、市民講習会に参加しました。私のパソコン環境も一太郎  

 より、Wndows10に変わりました。今後インタ-ネット等色々勉強したく、、皆様方のご指導を宜し  

 くお願いします。 
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情報図書館 
13:00～14:50  

 

情報図書館 
10:15～12:00 

★平成２８年５月２８日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１８名 

情報図書館 
10:30～15:00 

       【学習内容】 

★平成２８年５月２８日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:１８名 

       【学習内容】 

先月に引き続き、『複数シートの操作』に関した確認

問題を皆で解き、 

・シート名の変更 

・作業グループの設定 

・シートの移動やコピー 

・シート間での集計 等々を学習しました。 

みなさん 素晴らしいです。 

しっかり身につけられていました。 

次回は、いよいよ「第７章 グラフの作成」に入りま

す。 

 

 

 

 

 ★平成２８年５月２２日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:６名 

         【学習内容】 

今回は、〔表の作成〕と〔グラフの作成〕の復習を兼

ねて、用意した練習問題で学習しました。 

次回は、「6月26日（日） 10時30分」より情報図書

館ボランティア室で開催します。 
 

  ページ書式とレイアウトのテクニック PartⅡ 

1.折り返し点を変更する 

  図や写真などのオブジェクトを文章の中に挿入す  

 る場合に、その まま貼り付けると周囲が矩形で  

 あったり、折り返し点が不揃いになる場合があり  

  ます。 

 それをきれいに見せるための折り返し点の編集  

  方法や、オブジェクトの配置方法について学習し 

  ました。 

2.ぶら下げインデントについて 

 箇条書きの場合など、2行目以降を1行目の本文  

 の位置と合わせる方法や、縦書きの場合のぶら    

 下げインデントの設定方法について学習しました。 

3.テキストボックスに変更する 

 普通に入力した文章を、後からテキストボックスに 

 変更して、テキストボックスを塗りつぶしたり、図  

 形の効果などで好みのスタイルに変更する方法に 

 ついて学習しました。 

4.部分的に縦書きに変更する 

  横書きで作成した文書に部分的に縦書きにする 

  方法を学びました。 

  その他に、箇条書きで行頭の●や①などを付け  

 た場合 に、改行したときに自動的に表示しないよ  

 うにする設定や、素早く改行するテクニックなどを  

 学びました。 
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★第４回 平成２８年５月２８日（土） 

 講師 藤倉万里子さん 参加者：１０名 

 

学習テーマ：ギンプ 「曇った空を明るくする」

の復習と「暗い写真を明るくする方法」の学習 

★第３回 平成２８年５月１４日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：１０名 

    

水滴の作り方を復習しましました。 

 

描画「ＧＩＭＰ」  ＝学習内容＝ 

★平成２８年5月１４日（土） 

講師 竹内 秀機さん 参加者:１６名 

      ＝学習内容＝ 

★平成２８年５月０８日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:４名 

 

 

 

 

＝学習内容＝ 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 ５月 ４日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 ５月１３（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 ５月１７（火） 13:00～16:00 

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 

 テーマ  ”フォトムービーを作ろう！” 

 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

前回に引き続き フォトムービー自作のための 勘所

を解説しました。 

BGM 編集の自由な切断、挿入方法とフエードイン・

フエードアウト操作 

タイトル作成のための、デザイン性の強いフォント

の紹介とインストールの注意と操作。 

4：3の黒枠の処理（黒枠を無くする）や タイトル作

成は次回に回しました。 

音楽の追加、削除の編集法はみなさん充分ご理解

頂けた様です。フォントのインストールは 

自宅対応ですので充分注意して行ってください。 
 

 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

 

＝学習内容＝ 

前回に引き続き『カラフルな写真でレシピの表

紙を作る』を学習しました。 

６月からは「WEB学習会」から「Photoshop部会」

として活動をしてゆきます。 
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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 画像処理の基礎・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 画像処理の基礎 ・情報図書館 

 ２１日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

10:15～12:00  ●学習部会・情報図書館 

 ２５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  

２６日（日） 10:30～15:00  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 ３日（日） 13:00～15:00  ●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 フォトショップ講座・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 フォトショップ講座・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  
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正方形のセルでレイアウトが楽になる。 

 エクセルのワ－クシ－トを「方眼紙」として利用する事で、複雑なフォ－マットの文書を容易に作成する事  

 が出来る。 

縦横のサイズを決めてエクセルで簡単レイアウト 

エクセルのセルを正方形に整えて、シ－ト全体を方眼紙のように設定して作業をする。またセルの書式を 

利用して罫線を引いたり、セルを結合して文字を入力してします。 

縦横のサイズの目安を付けやすいのが、方眼紙を使う利点の一つで更に上下あるいは左右のサイズの異

なる表や枠を並べてレイアウト出来るのも、方眼紙の大きなメリットといえます。 

 

 

  

    

（次頁へ） 
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ＥＰＯＣの総会も、５月１５日（日）無事終了しました。 

最近ではＷＩＮＤＯＷＳ１０の導入により、パソコン業界も益々進

化して来ました。又一方で携帯電話のスマ-トフオンやIPADの

普及で楽しみが増え、更にパソコン生活をＥＮＪＯＹ出来るよう

になりました。 

     皆さんこれからも元気よくやって行きましょう！ 

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 義広 

会報「えぽっく」編集部 

第236号えぽっく初夏の号 編集人：高橋・竹内 

（前頁より） 

 （髙橋 晃 記） 

完 成 図（セルを結合してフォントサイズ拡大した図） 

 
（髙橋晃 記） 


