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 １）総会の準備 

  総会の日時：５月２１日（日） １５：００～１７：００ 

 ２）アンケートを実施する。項目 （会員継続）（総会出席）（ＥＰＯＣへの要望） 

  ・幹事以外は往復はがきで郵送 

  ・４月中に発送予定 

  ・５月12日まで回収 

 ３） 総会後懇親会 

   場所は 「いろは」 17:30より 野幌町５７－２ 電話 ０１１－３８２ー１６８９ 

 ４）EPOC３０周年記念について 

  来年実施に向けて準備する。 内容と場所についてはゆつくり検討する。 

 ５）図書館パソコン更新 

  ・６月１２日~１９日の「一斉図書整理日」に更新予定 

  ・更新する機器・ソフトウェアの内容については、後日連絡します。 

 ６）役員改選 総会にて提案する。 

 ７）野幌公民館でのシニア部会を中止する。 

          

   

 

       

 

 

 

 

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 
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ウインドウズ１０のアイテムやその性質をちょっとカジ

Windows  10                                               
Windows Ink の 巻 
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情報図書館 
13:00～14:50 

★平成２９年３月２５日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者: １５ 名 

      【学習内容】 

情報図書館 
10:30～15:00 

★平成２９年 ３月 ２５ 日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者:  １３  名 

       【学習内容】 

  

 

 

 

 

 

  

★平成２９年 ３ 月１９ 日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者: ９  名 

           【学習内容】 

 

今月から「PowerPoint2016基礎 」テキストで学習を

始めます。 

PowerPointとは、どの様なソフトかを理解すること

から始め、 

・PowerPointの画面構成、 

・表示モードの違い 

・PowerPoint2010との違い点  

 等を確認してから、第2章に入り、 

実際にプレゼンテーションの作成に入りました。 

 ・新しくスライドを挿入するときの注意点 

 ・文字を「2段階拡大」とは 

 ・「箇条書きテキストのレベル上げ・レベル下げ」   

  時の注意点  

 などを確認し、今回は、ｐ48まで進みました。 

 

 

「Excel2010基礎」テキストに基づいて学習を 

しました。 

 ・総合問題6 

 ・第8章 練習問題 

 ・用意してあった第8章の確認問題 

 ・総合問題７の問④まで 

次回は、その続きから学習する予定です。 

情報図書館 
10:15～12:00 

学習内容：文書に画像を挿入する場合に、挿入タ

ブの図（Word2013以降では画像）をクリックする

と、初期設定ではピクチャーが表示され、別の場

所に保存している場合に、いくつかのフォルダー

を経て目的のフォルダーにたどり着きます。この

手順を省いて直接目的のフォルダーを表示する

方学びました。 

また、配置の初期設定では「行内」に配置され、そ

のままでは移動できませんので「文字列の折り返

し」で「行内」以外に変更する必要があります。画

像の挿入後すぐに移動できるように、あらかじめ

Wordのオプションで変更する手順など、写真の設

定に関する便利技を学習しました。 

来月からは、「Word 2016 厳選便利技」のテキス

トを使って学習を始めますが、旧バージョンの場

合の手順も併せて説明しますので、最新バージョ

ンをお使いでなくても、安心してご参加ください。 
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★第２１回 平成２９年 ３ 月 １１ 日（土） 

講師 猪股 嘉治さん 参加者： ８名 

 

        ホトブックを作る 

「ノハナ」で作り方を学習しました。 

次回も行います。 

 

★第２２回 平成２９年３月２５日（土） 

講師 藤倉 万里子さん 参加者： ９名  

 

 

      ＧＩＭＰ で画像 

＝学習内容＝ 

★平成２９年 ３月 １１日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者: ８ 名 

        ＝学習内容＝ 

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 3月 1日（水) 13:00～16:00 

情報図書館 3月10日（金) 13:00～14:50 

野幌公民館 3月21日（火） 13:00～16:00 

情報図書館 
10:15～12:00 

 テーマ 「カーソル（マウスポインタ）の作成」 

ポケットタイプのアプリ（管理者権限なしで動

作出来るアプリケーション）を使い画像から

カーソル（マウスポインタ）を作成しました。 

初めてのアプリで戸惑いも有りましたが すぐ

慣れて全員思い思いのカーソルを動作させる

事に成功しました。 

アニメーションカーソルも作成出来ますので、

いずれ 続編を行いたいとおもいます。 

＝学習内容＝ 

ゆがんだ画像や傾斜した画像を真っ直ぐに不

要物を消したりする方法を行いました 

28年度は今日で終了ですが、29年度も同様に

行って行きますので、どうぞ参加下さい。 

 

   シニア部会の開催日が、本年の四月より 

野幌公民館を中止して、情報図書館に統一

する事になりましたので,お知らせします。 

   その趣旨は、多数の方が参加出来るように

しましたので、よろしくお願いします。 
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 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 Excel初級・情報図書館 

15:00～17:00  ●Office部会・情報図書館  

   ９日（日）  
13:00～16:00  ●市民向け講習会 Ｅxcel初級 ・情報図書館 

10:30～15:00  ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

 １４日 (金） 13:00～15:00  ●シニア部会・情報図書館 

 １８日 (火） 13:00～15:00  ●シニア部会・野幌公民館 （中止） 

10:15～12:00  ●学習部会・情報図書館 

 ２２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  

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

 １２日（金） 13:00～15:00  ●シニア部会・情報図書館 

10:15～12:00   ●DCE部会・情報図書館 

 １３日（土）            13:00～14:50   ●会員向け講習会 Excel初級  ・情報図書館 

15:00～17:00   ●Office部会・情報図書館  

  １４日（日）  13:00～16:00   ●市民向け講習会 Excel 超初級・情報図書館 

 １６日（火） 13:00～15:00   ●シニア部会・野幌公民館 （中止） 

 ２１日（日）  

10:30～15:00   ●アーカイブ゛部会・情報図書館 

15:00～17:00  ●ＥＰＯＣ総会・情報図書館デモ展示室 

 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  
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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241号えぽっく春の号 編集人：高橋・竹内 

 

         よく語られる話に、「雪は例年予定された量

だ    け降り続かなければ 冬は終わらない 」      と

言います。今年のご当地は例年に無く少ない雪！その分雪解け

はさぞ早かろうと想像しました。その結果は如何に・・、皆様に判

断を仰ぎましょう (^^)/  

国内外に、様々な問題、懸念事項が降り注いでいますが、こちら

の雪解けは何時になるのでしょうか。                （たけうち） 


