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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    

 

 文化祭終了後、午後５時３０分から行いますので皆さんの参加をお待ちしています。 

 場所： 野幌町５７－２ 第５高関ビル 味の里 いろは 

＜デモ展示室（メイン会場）＞ 

・パソコンなんでも相談 

・各部会の写真等の展示 

・プリクラ写真 

 （マイカレンダー作成） 

＜視聴覚室＞ 

・第１部 １０時１５分～１１時１５分 

  ◇編集部による活動報告 

   １．北海鋼機 

   ２．北海道電力総合研究所 

      発表者：高橋 晃さん 

・第２部 １１時３０分～１２時００分 

  ◇ＤＣＥ部会による活動報告 

   撮った写真をフォトムービー 

      発表者：竹内 秀樹さん 

１１月３日（祝日） １０時１５分から江別市情報図書館において文化祭を開催します。 

 尚、文化祭の準備を１１月２日（水）１３時から行います。 
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毎年行われるＥＰＯＣの施設訪問！毎年行われるＥＰＯＣの施設訪問！毎年行われるＥＰＯＣの施設訪問！   ２０１６２０１６２０１６年は年は年は北海鋼機㈱北海鋼機㈱北海鋼機㈱   様と北電総研様を訪れました。様と北電総研様を訪れました。様と北電総研様を訪れました。   

情報図書館を出発！Gho                           北海鋼機へ到着                      暖かいお迎えと丁寧な説明を受け… 

午後からは、北電総研さん

こちらも広大な敷地…   美しいい建物に展示物の多さ！  コンベンションルームで映像での紹介。 

北海鋼機様北海鋼機様北海鋼機様、北電総研様北電総研様北電総研様   有難う御座いました有難う御座いました有難う御座いました 

昭和３６,年２月新日本製鉄系列化の北日本

鋼機工業と北海鉄板の両社が企業合同によ

り合併し、新会社北海鋼機が設立された。 

昭和２２年１月北海道配電技術研究所として

発足し、昭和６２年２月に北海道電力総合研

究所に改称され、平成８年に対雁（現在地）に

移転された。 
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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！ 

   アニバーサリーバージョン  の
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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9月２4日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:14名 

                 【学習内容】 

情報図書館 
10:30～15:00 

★平成２８年９月２４日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:１５名 

        【学習内容】 

 

 

 ★平成２８年９月１８日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者:７名 

          【学習内容】 

 

 

今月の学習部会は、EPOC文化祭に展示するオリ

ジナル「しおり」の作成方法を学び、それぞれ思い

思いの作品づくりをしました。 

ラミネート加工をして、飾りひもをつけて完成です

が、自宅で印刷してもらい、仕上げ作業は次回の

学習部会の後に行います。 
                                                  

                                                  

「PowerPoint2010」第5章の練習問題から 

午後からは、テキストに載っていない等操作を 

準備していた参考問題により、確認しました。 

その後、第6章に入り「STEP2」まで進みました。 
 

今回は、１１月３日の文化祭への準備として、 

”ポスター作り”を実習致しました。 

今回と次回の2回で作品を完成していきましょう

～！ 

尚、「文化祭用作品」印刷の日として 

10月29日（土）10時より『活動センター あい』の「A

会議室」を準備いたしました。 

ご自分のプリンターが調子 良くない方は、是非ご

利用下さい。 

 

会 場 日 付 時 間 

大麻えぽあ会場 ９月  ７日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 ９月  ９日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 ９月２０日（火） 13:00～16:00 
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★平成２８年９月１０日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者:１２名 

     テーマ  文化祭に向けて ”フォトムービーと  

                     アイコンの作成” 

◎アイコン作成 

  前回にスキャナーで取り込んだ、各自の手持ち 

   ＵＳＢメモリーのアイコンを完成させ、通常ファイ  

  ルのアイコンもつくりました。 

         次回１０月８日が最終となります。 

◎フォトムービー 

 今回より、フォトムービーの作品データを集めま  

  した。まだ、完成していない方は、次回10月８日  

  が リミットですので頑張って仕上げて下さい。 

   編集がうまく行かない所の有る方は ご相談くだ   

    さい。 

★平成２８年９月１１日（日） 

 講師 西山 眞理子さん 参加者:５名 

 
＝学習内容＝ 

 

情報図書館 
13:00～15:00 

情報図書館 
10:15～12:00 

   

◎夜景を幻想的に見せるには 

  ・ぼかし（ガウス）レベル補正 

   ・ぼかし（移動） 

  ・ぼかし（放射状） 

他テクスチャーを使って画像の変化を学

習しました。 

 

＝学習内容＝ 

＝学習内容＝ 

◎ GIMP（ギンプ）  

15:00～17:00 
情報図書館 

講師 藤倉 万里子さん 参加者：１１名   

 

写真画像にすりガラスのバーを描きハイライト 

     を入れた文字を書く 

★第１０回 平成28年9月10（土）  

   講師 猪股嘉治さん 参加者：9名    

 

PhotoShopの「整理」をクリックして表示され 

るElements Organizerについて 

 ◎ Elements Organizerへ写真の取り込み、 

 ◎ 日付で写真の表示 

 ◎ 二つの写真の比較 

等について学習しました。  

 

★第１１回 平成２８年９月２４日（土） 

 

 

15:00～17:00 
情報図書館 

＝学習内容＝ 

 



 

                                            － 6 － 

５日（水）  13:00～16:00  ●シニア部会・大麻えぽあ会場 

８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初級・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

  ９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 Ｅxcel初級 ・情報図書館 

１４日（金） 13:00～14:50  ●シニア部会・情報図書館 

１６日（日） 10:30～15:00  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 １８日（火） 13:00～16:00  ●シニア部会・野幌公民館 

  

２２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 

      ３日（木） 10:15～15:30   ●EPOC文化祭・情報図書館 

  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 Word入門  ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

 １３日（日）  

13:00～16:00  ●Photoshop部会・情報図書館 

13:00～16:00   ●市民向け講習会 Wordで年賀状作り・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   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 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  
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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238号えぽっく秋の号 編集人：高橋・竹内 

 

NHKラジオをパソコンで聴くにはインターネツトに接続したパソコンから、プラウザーを起動して「ＮＨＫネ

ツトラジオ らじる★らじる」へアクセスします。 

聴きたい放送をクリックするとプレーヤー画面が開き、すぐに聴けます。（第一、第二、ＦＭ）   

              アドレス http://www.3.nhk..or.jp/netradio/で検索 

 

 

 

 

民放の場合は、ホームページの中にＲＡＤＩｋＯＰＬＡＹＥＲという項目があるのでそれを使用して下さい。 

      アドレス http://radiko.jp/で検索 

聴きたい放送局名を選択し、「ＬＩＳＴＥＮＮＯＷ」というボタンをクリックすると聴取可能になります。 

放送局一覧表 

（髙橋 晃 記） 

本年は、阿蘇山噴火、熊本地震、北海道では台風による風水害等 

災害が多発しました。自治会等でも出前講座で災害の対処の仕方

を、ビデオで見ながら勉強しました。 

皆さんも常日頃 災害に備えて心の準備をして行きましょう。 

追伸 ＥＰＯＣ恒例の文化祭も１１月３日（祝日）１０時１５分より行い

ますのでよろしくお願いします。 
（髙橋 晃 記） 


