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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 

   先のEPOC総会にて承認されましたように EPOC所有の備品で廃棄基準年数の経過した物

を廃棄いたします。これらの廃棄予定品の内、再利用したい部会には優先使用していただ

き、その他に付いてはEPOC会員に譲渡される事に成りました。 

 

 

 

 

  オークション形式で、メール等を利用して 欲しい方に入札していただき高値を付けた方が落札となりま

す。 その詳細に付いては これから細部を詰めた後 発表いたします。 

  数量的にはそれ程多くは有りませんが、規定により廃棄される物で まだまだ利用可能の品ばかりです。

オークションは、楽しくかつ公平公正に行われるようアイデアを練っている所ですので発表までしばしお待

ちください。               （EPOC 幹事会） 

江別パソコン利用研究会は、創立２８年。以来、熱心な仲間に支えられて今日まで来ました。こ

れからも、より良い仲間作りを進めましょう。 日々進歩し続ける情報技術は世界の隅々まで影

響を広げ、様々な出来事や事柄が次々と報じられ、憂う事も多い今日です。国家間。政治や防

衛問題。ネット産業から、果てはスポーツまで、あらゆる局面で情報技術が関わって来ていま

す。犯罪を助長する事も それを暴く事にも関わりを持ちます。私たちは等身大のスタンスで仲

間同士手を取り合って より本質に迫る選択肢を探り続けて行きましょう。   ［ 編集部 ］ 
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EPOC  恒例のオフ会「ビールオフミ」が7月30日（土）午後６時より「あおい」にて 開かれました！ 

 

 

 

  ７月３０日（土）午後６時より、恒例になっている「ビ－ルオフミ」をあおい（野幌町４１－５）

にて参加者７名のもと行いました。当日は丁度、野幌市民祭りが、旭公園にて行われており

会が始まる前に、皆さん多数のチームの踊りを見学されていました。参加チームの中から

順位が決定される事になっています。 

ビールオフミは、スマ-トフオンの操作についてお互いに聞きながら学習しました。 

 最近話題になっているポケモンについても意見交換しましたが、只、最近はスマ-トフオン

を歩きながら操作して事故が起きていますので、十分気を付けて下さい。会も午後８時３０

分に無事終了しました。 

 これからもＥＰＯＣの発展のため尽力を尽くして参りましょう。 

 

 

   

 

（髙橋 晃 記） 
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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！ 

元の７や８元の７や８ .1.1に戻すには！に戻すには！の巻    

Windows10を元のWin7や ８.1 に 戻したい時！ 

「ITmedia PCUSER  鈴木淳也氏」 

http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1607/23/news023_2.html
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情報図書館 
13:00～14:50 

 情報図書館 
10:15～12:00 

情報図書館 
10:30～15:00 

 

 

 ★平成２８年７月１７日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:７名   

★平成２８年７月２３日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１８名 

        【学習内容】 

  「＃48.文字編集のテクニック PartⅡ 

 

見映えのする文書作成に役立つ裏技や箇条 

きを並べ替えたり、段落番号の桁を揃えるなど 

色々使える裏技に皆さんが熱心に取り組んで 

ました。 

パワーポイントにナレーションを入れたことで、 

いつもと違った勉強会になったことと思います。 

 

その他下記の操作を勉強しました。 

①複数個の３点リ－ダを入力した時の間隔を狭く 

  する 

②囲み線文字の間隔をあけて一文字ずつの囲み 

  にするには 

➂「じ」を「ぢ」に、「ず」を「づ」に自動変換するには 

④「う」と「お」を同一とみなす 

⑤段落と段落を少し空ける 

⑥フォントダイアログボックスを瞬時に表示する 

⑦文字列の選択範囲の裏技 

⑧箇条書きを並び替える 

⑨段落番号の桁を揃える 

⑩右端をタブで揃える 

 

 

   ★平成２８年７月２３日（土） 

    講師 小池美津子さん 参加者:１９名       

               【学習内容】 

 「第７章 グラフの作成」「棒グラフ 175」    

 から学習しました。 

 ・棒グラフの構成要素 

 ・作成したグラフの場所の移動 

 ・項目軸にくる内容を入替える方法 

 ・グラフを作成した後にグラフの種類を変更 

 ・色々なグラフ要素の表示と非表示と書式設   

  定 

 その後、「第7章 練習問題」と用意してあっ  

 た「応用問題」を皆で解き、理解を深め 

 ました。 

 「テキストＰ241 総合問題４」を宿題としま  

  した。さっそく解答を送って下さった方もい  

  らっしいます。素晴らしいですね。 

 みなさま 頭の体操と思って、解いてみては  

 いかがでしょうか?次回は、「文化祭に向け  

 て作品作り」の勉強をしましょう。 

              【学習内容】 

今 回 は、前 回 の 復 習 を 兼 ね て テ キ ス ト

「PowerPoint2010」第4章から学習しました。 

その後、第4章の練習問題を解いた後、準備

していた応用問題により、皆さん スキルアッ

プしました。 

次回は、第5章から学習する予定です。 
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＝学習内容＝ 

★第７回 平成２８年７月９日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者：１１名 

 

１、マクロコードの文字を大きくする。 

２、 罫線マクロを作りの復習。 

 

講師 北上 英夫さん 

 

  

A～Zのオートフイル機能を使えるようにする  

 CHAR及びCODE関数を用いて、A～Zのデータを  

 つくり、ユーザー設定リストに追加して、A～Zの 

 オートフイル機能を使えるようにしました。 

 

★第８回 平成２８年７月２３日（土） 

 

講師 藤倉 万里子さん 参加者：１２名 

 

 

◎ 曇り空を晴天にする 

◎ 画像の色の明るさ、コントラストの調整 

◎ 画像に「すりガラス」を張り付ける 

 

次回 8/13（土）のOffice部会はお盆休みです。 

＝学習内容＝ 

★平成２８年７月９日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１４名 

        ＝学習内容＝ 
               ”フォトムービーを完成させよう！” 

前回に引き続きフォトムービーの仕上げとして タイ

トルの文字入れを行いました。 

ヌキ文字でしたので、利用の幅も広がったと思い

ます。ワードなどに張り付けての使用もできます。 

文化祭の前に「フォトムービー総集編」を行い 作

品を提出（2～3分）して頂き発表用にまとめます。

（20～30分） 

 

 

 

＝学習内容＝ 

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 

 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 7月 6日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 7月 8日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 7月19日（火） 13:00～16:00 

★平成２８年７月１０日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:５名 

 

 

前回に引き続き「フィルタを使って画像のイメー

ジを変える」を学習しました。 

レイヤーにマスクを作り、ぼかし（ガウス）をか

ける作業をメインに行いました。 

次回は新しい課題に進みます。 

Excel VBA 

＝学習内容＝ ＧＩＭＰ（ギンプ） 
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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 Excel初級・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館 盆休み 

 １４日（日）    

13:00～15:30  ●Photoshop部会・情報図書館 

13:00～16:00  ●市民向け講習会 Word初級 ・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 休会します 

13:00～15:00  ●Office部会・情報図書館  

  ７日（水）  13:00～16:00   ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

   ９日（金） 13:00～14:50   ●シニア部会・情報図書館 

 １０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・情報図書館 

 15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

 １１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 

 １８日（日） 10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 ２０日（火） 13:00～16:00   ●シニア部会・野幌公民館 

 ２４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 

 ２５日（日） 13:00～15:00   ●ＥＰＯＣ幹事会・情報図書館 
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涼しい夏がいかにも北海道らしさのように感じられますが、作物や、漁
獲は如何なのでしょうか・・拙宅の小庭では、菜も花も、ちと寂しいか
ぎりです。 

巷では  ホットな話題、「ポケモン何とか」で若者たちが賑わっているようです
が、幸せな事ですまったく。  さて、EPOCも今年度のメインへとかじ取りを進め
ていますが、会員皆さまには、クールでホットな時間を過ごされている事でしょ
う。同志と共に手を取って歩む安心と心地よさを感じる事ができます。 

    （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 義広 

会報「えぽっく」編集部 

 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3144536 

たけうち 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3144536

