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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 

 

 

 

 

 

2017年度総会では、会員の皆様の活動成果が報告され、次年度に向けた活動計画

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

しむ」姿勢が、日々の地道な活動を支え、その成果を公表する場であるEPOC文化祭

でのさまざまな展示・企画等につながっています。EPOC会員は、日々積極的にパソコ

ンやインターネットのサービスを活用できるスキルを持ちつつも、そこにとどまることな

く、会員間で人的な交流を深めることを通じてさらに互いに活動の幅を広げている「リ

ア充」（インターネット上の流行語で、リアル（現実）の生活が充実している人のこと）と

言えるのではないでしょうか。今年も、文化祭で皆様の作品を拝見することを楽しみに

しております。日頃よりEPOCの活動を支えて下さっている役員、江別市の関係各位に

感謝いたします。微力ながら引き続き、会長を務めさせていただきます。皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。 

2017年度の総会が終了して、今年度も新鮮な気持ちでスタートです。 

今年度は、２０１１年に更新された現在の情報図書館のパソコン一式が更新される予

定です。 

基 本 ソ フ ト（Ｏ Ｓ）は Windows7 か ら Windows10、オ フ ィ ス ソ フ ト は Ｏ ffice2010 か ら

Office2016と最新のものとなります。 

情報図書館のパソコン環境に合わせて更新していなかった会員の方もいらっしゃると

思いますが（私もその一人です）、今年は更新しましょう。 

現在、Officeの購入形態が従来と一部変更となっているので注意が必要です。 

情報機器は様々な分野でどんどん進歩を続けていて、利用できる機能等が増えてい

ますが、自分なりにかみ砕いて上手に向き合って一緒に進歩していきましょう。 

パソコンを皆さんのスキルアップ、趣味などにうまく生かして利用する手段として今年も

取り組んでいきましょう。 

皆川会長 挨拶 

中村 代表 幹事 挨拶 
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 佐々木 玉枝（ササキタマエ）さん 住所：江別市代々木町 

ＥＰＯＣに入会したのは、シルバ－人材センタ－のパソコン教室で藤倉万里子さんに紹介されたのが 

きっかけでした。 色々学びたい事は、写真の活用とか、Excelで表の作り方等を勉強したい と思って

います。 毎月第二、第四土曜日の講習会も見学しました。 今後とも宜しくお願いします。 

『 EPOC会員の知人の話から,パソコは多機能であることを知り、入会しました。「写真をCDに
編集し音楽をつける」…やってみたいな～と心躍らせていました。』電話でインタビュー（要約） 

 

 

5月21日情報図書館にて第2017年度 EPOC 総会が行われました。 

ご来賓の情報図書館長 山岸駿介様ご来席の元、粛々と進められ、議案の活動報告と決算

報告。続いて 計画案、予算案、役員改選と進み、全会員賛同の元 可決いたしました。 

 総会終了後、席を改め、居酒屋「いろは」にて こちらも恒例の懇親会が行なわれ、        

日々の活動の様子など 話に花が咲き、食事も美味しく楽しいひと時でした。 
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   Windows  Essentials 2012 はダウンロードできなくなりました!! 

ムービーメーカーやフォトギャラリー また、DCE部会ではおなじみのライブライターなどの入って

いたWindowsエッセンシャルが今年1月をもって終了し、ダウンロードもサポートもなくなりました。

以前の継承でWinndows10になった場合はそのまま使い続けられますが、PCを変えてWinndows10を新規

導入の場合はムービーメーカーなどを使えません。 

そこで、調べてみると、複数の（ミラーリング）サイトでまだダウンロードが出来る事が分かりまし

た。 以下が そのアドレス（URL)です。必要な方はコピーしてGoogleなどの検索窓にコピー貼り付け

してダウンロードしてください。インストーラー 丸ごとなので終了までの時間は かかります。 

         wlsetup-all.exe  （ダウンロードのホルダに保存されます） 

 

 

 

 

インストールが終了すると、注意事項などの承認を求められます。承諾 をクリック。マイクロソフ

トアカウントがなければ新規登録しますが、メッセンジャーなどはパスしても良いです。 

 デスクトップにアプリのアイコン（タイル）が追加されているので確認して下さい。 

なお、既に登録されている物は二重に登録されません。 

サポート外ですので、状況はすべて自己責任となります。            （たけうち） 

 

Windows10の大型アップデート「Creators Update」が、4月11日より始まっている。Windows10のユーザーは無償で

アップデートできる。  現在、多くの人が使っているWindows10は、皆さんもダウンロード済の「Anniversary 

Update（1607）」であろう。  

そして今回のアップデートが「Creators Update（1703）」だ。開発コードネームはRedstone 2で、RS2と略された。 

立体的な3Dグラフィックスが簡単に作れる「ペイント3D」や、MR（Mixed Reality）への対応、ワンタッチでゲーム実況

配信サービス「Beam」の配信ができる機能などが追加。ほかにもセキュリティー機能の向上や、スタートメニューを

見やすくする機能、Webブラウザー「エッジ」にはタブを一時保存して見た目をスッキリさせる機能が追加、その他い

ろいろ、アップデートの内容は幅広い。 

 3Dの作成には興味ない、PCゲームや夜間モードも使わないという人も アップデートにはこれまでのWindows 10の

不具合の修正が含まれ、便利になっている。基本的にアップデートをおすすめする。  

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！ 

Windows  10                                               Windows エッセンシャル の 巻 

http://web.archive.org/web/20170120121901/http://wl.dlservice.microsoft.com/download/F/A/D/
FAD48A38-8F81-4DA1-8302-EFAB6FEC4A92/ja/wlsetup-all.exe 

  大型アップデート「Creators Update」  クリエーターズアップデート （1703） 

http://web.archive.org/web/20170120121901/http:/wl.dlservice.microsoft.com/download/F/A/D/FAD48A38-8F81-4DA1-8302-EFAB6FEC4A92/ja/wlsetup-all.exe
http://web.archive.org/web/20170120121901/http:/wl.dlservice.microsoft.com/download/F/A/D/FAD48A38-8F81-4DA1-8302-EFAB6FEC4A92/ja/wlsetup-all.exe
http://web.archive.org/web/20170120121901/http:/wl.dlservice.microsoft.com/download/F/A/D/FAD48A38-8F81-4DA1-8302-EFAB6FEC4A92/ja/wlsetup-all.exe
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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２９年５月 ２７日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:１９ 名 

【学習内容】 

手紙を書くときに、最初に季節のあいさつや御礼

などの文言を書くのが一般的です。 

Ｗｏｒｄには候補を選ぶだけであいさつ文を入力で

きる機能があるので、整った手紙を書くために活

用する方法を学習しました。 

その他、行の中に文字を２行で表示する「割注」

の操作手順や英字や数字の入力が、半角や全角

が混在していると統一感がなく、見た目にも美しく

ないので自動的に統一する設定などを学習し文

書作成にちょっと差がつく知識を身につけられた

と思います。 

★平成２９年５ 月 ２７日（土） 

講師 小池美津子さん 参加者: １５ 名 

【学習内容】 

   テーマ 「自分史」を作成しましょう。 

いよいよ(Excelで自分史作成）のひな型の作成が始

まりました。 

（自分史）を作成することでこれからの人生を変える

ようなヒントを発見したり、より豊かな日々を迎える 

きっかけになればと思っています。   

本日は本文入力を自宅で行っていただくための（私 

のプロフィール）の入力フォームを作成しました。 

カーソルの形状に注意して、表の移動やサイズ変更や行や列の挿入や削除・列幅や行の高さの変更表の

スタイルの適用を活用して書式を設定する等表全般の学習をしました。  

また、その後で、確認問題を皆で解き、Excelの表をPowerPointにコピーする方法やリンク貼り付けする方

法を確認し、リンク貼り付けの活用の仕方等を学習しました。次回は、「PowerPoint2016基礎 第４章 グラフ

の作成」より進める予定です。 

 

            

★平成２９年 5 月21日（日） 

 講師 小池美津子さん 参加者: ９ 名 

  【学習内容】 

今月は、「PowerPoint2016基礎 第３章 表の作成」よ

り学習しｐ79の練習問題まで進みました。

PowerPointの表の操作性もExcelやWordの表と同じ

で、縦方向の「列」、横方向の「行」そして列と行が交

わる一つ一つのマス目の「セル」から構成されてい

る事、表を作成すると、《表》ツールが表示される事

など確認しました。 
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★平成２９年 ５ 月１３日(土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者１３ 名 

情報図書館 
10:15～12:00 15:00～17:00 

情報図書館 

 

      【学習内容】 

テーマ「デスクトップ背景に格言をつけよう！」 

パソコン画面の背景（Ｄｅｓｋｔｏｐ Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ）

用に名言や格言を記載したものを複数作成し、ス

ライドショーで動作させます。今回は事前に用意

したデータを使用し保存までとなりました。        

ＯＳのバージョンが違うと画面操作も変わります

のでやや難解なところもありました。次回も続け

て完成を目指します。 

【学習内容】 
１３:00～1６:00 

 

 
1３:00～1４:５０

★平成２９年５ 月３日(水) 大麻えぽあ会場  

講師 藤倉 万里子さん 

★平成２９年５ 月１２日(金) 情報図書館  

講師 高橋  晃さん 

 

＊ 写真を取り込んでペイントでの文字いれ。 

＊ Excel行の削除と行の入れ方。 

＊ GIMPで不要物を消す。 

＊ CDへの書き込 みその他いろいろ。 

【学習内容】 

★第 ４回 平成２９年５ 月２７ 日（土） 

 講師 藤倉 万里子さん 参加者：１２ 名 

★第 3回 平成２９年５ 月１３ 日（土） 

 講師 猪股 嘉治さん 参加者：１２ 名 

 

                Ｅｘｃｅｌ  

   メモカレンダーのコピー＆貼り付け  

 １シート２ヶ月分を、コピー削除を繰り返し 

 １シート１ヶ月毎とし１２シート作成する。 

 （メモ移動をするための次の学習への準備）  

【学習内容】 

         GIMPで図形を作成 

 グリット線の中にタイル柄を作り、コピー移動 

 を繰り返しレンガ模様を作成をする。 

 

● ○   形 

● 三角形 

● 星形もある。 
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  ５日 （水） 13:00～16:00 シニア部会・大麻えぽあ会場 

１４日 （金） 13：00～15：00 シニア部会・情報図書館 

 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 楽しい案内チラシ・

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 Word初級 楽しい案内チラシ・情報

図書館 

16日（日） 10:30～15:00 アーカイブ部会・情報図書館 

 2２日 （土) 

10:15～12:00 学習部会・情報図書館 

13:00～14:50 サムディ・情報図書館 

15:00～17:00 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） 13:00～15:00 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 
会員向けの講習会 Wordで作るフォトアルバム・

情報図書館 

15:00～17:00 Office部会・情報図書館 

 

11日  （日） 

  

13:00～16:00 
市民向け講習会 Wordで作るフォトアルバム・情報

図書館 

10:30～15:00 アーカイブ部会・情報図書館 ポランテイァ室 

10:15～12:00 学習部会・情報図書館 

 24日 (土)  13:00～14:50 サムディ・情報図書館 

15:00～17:00 Office部会・情報図書館 

25日（日） 13:00～15:00 幹事会：情報図書館  ボランティア室 
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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」第242号えぽっく初夏の号   

編集人：高橋・竹内・澤田・出口よ 

 

 

■①Excelの「クリップボ－ド」作業ウインドウを 

  表示する。 

 「ホ－ムタブ」タブクリック→「クリップボ－ド」クリック 

 

 

 

 

■②表とグラフをコピ－する。 

 ここにマウスポインタ－をここまで合わせる→コピ－するグラフをクリック 

  →｢グラフエリア｣と表示される場所をクリック→コピ－をクリック 

 

 

 

 

  下記のように「クリッﾌﾟボート゛｣ﾆ貼り付けられました｡    後は貼り付け先の箇所を選択し、 

                                       「クリップボード」内の必要なもの 

                                       選択すれば完成です。 

 

 

クリップボ－ドとは、文字や数字、表、グラフ

などのデータを一時的に記憶する機能です。 

Office のクリップボ－ドは複数のデ－タをま

とめて記憶でき、クリップボ－ドを表示する場

所が「クリップボ－ド」作業ウィンドウです。 

Office に用意されている「クリップボード」を

使えば、コヒ－したデ－タを連続して記憶し、

何度でも貼り付けて使うことが出来ます。 

この度 、編集部員として、澤田扶美代さんと出口良枝さんが 

協力して頂く事になりました。どうも有難う御座いました。 

来年度は、ＥＰＯＣの３０周年記念行事がありますので、今から 

皆さんと共に考えて、成功に導いて行きましょう。 
（髙橋 晃 記） 


