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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：090-9524-8192EPOC                           

  代表幹事：中村義広 または  情報図書館まで 

 当日 ご来賓の「情報図書館 山岸館長」様よりご祝辞をいただき、皆川会長が海外旅行のた

め出席出来ない旨を中村代表幹事のお話、続いて 開会の挨拶で文化祭がスタートしました。 

 

体験コーナー 

立体画像を作って見よう   

講師 猪股 嘉治さん 

Shadeによる画像作りに
取り組みました。 

 

   恒例の｢情報図書館内の貼付ポスター」、

数ヶ月前から取り組んだ「パノラマファンタジー

写真」、アプリソフト GIMP・Shadeによる作品、

シニア部会からの写真等々  日頃の学習成果

を存分に発揮した力作揃い。額縁写真の展示

は各自の｢とっておき」の写真   これはPC技術

の集合で撮影・編集・印刷と 努力と研鑽をうか

がわせる見ごたえあるものでした。 
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先輩会員2人が中心となり、オフィス部会員も

デジカメで撮影する人、写真へのイラスト描き

をアドバイスしたりと大奮闘していました。プリ

クラを手にして大喜びのお子様とお母様・・・

こちらまで嬉しくなりました。途切れることなく

時間いっぱい繁盛（？）していました。 

先輩会員と中村代表幹事

が担当しました。 

氏名、生年月日、出生時間等を記入して

渡すと、パソコンがコトコトと動き「占い結

果」が書き出されてきます。 

印刷された一枚の紙を手にして｢うん、当

たっている」とか「そんな、違うよ｣とか

で・・「顔は百面相」になっていたり、反対

にポーカーフェスを装う人や・・・占いは

おもしろくて楽しいものですね。 

 

 

 

文化祭終了後５時３０分より居酒屋「いろは」に於て、懇親会を行いまし

た。  会は各自パソコンについての疑問点を話し合うなど、大いに盛り上が

り、あっという間に時間が経過。８時３０分頃に無事お開きとなりました。 

ＥＰＯＣの会員の方の平均年齢も現在71.6歳となりましたが、各自進化して

いる様子が伺えました。これからもＥＰＯＣの更なる前進のため、皆さんと

協力して突き進んで行きましょう。 
（髙橋 晃 記） 
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 PC   EPOC  

1 Word  

中村講師のもと Wordの機能を 

フル活用して「はがき文書印刷ウイザード」からスタート 

「オンライン画像」や「ネット上のフリー素材を自由にアレンジ」して 美しい年賀状を完成させ

ていました。 

初心者の方には、やや難解な操作も有り、 

途中から、最初に戻って繰り返して覚えるなど 

皆さん真剣に取り組んでいらっしゃいました。 

 

 

講習は、質問などを受け付けながら時間いっぱい

続けられ、それぞれ複数枚の年賀状を完成され、

その出来栄えに満足されている様でした。 
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Windows 10 1709 Fall Cretors Updators 開始！ 

 「Windows 10」の新しい”機能アップデート1709  ” こちらは、PCメーカーや利用ソフトで、ドラ

イバーなどとの相性問題も考えられ、情報を収集しながら“Windows Update”から安定版が入手でき

るようになるまで待つことをお勧めします。（ 8ページ「ねえねえ」を参照下さい ） 

MS社は、「Windows 10 Fall Creators Update（バージョン 1709）」を開始。 これは、「Windows 

10」で4つ目の機能アップデートだが、以前発表された新機能導入計画からはやや後退、“Fluent 

Design  System”と言う新しいユーザーインターフェイスデザインの導入、仮想現実機能 

“WindowsMixedReality”への対応、「フォト」アプリの強化、モバイル端末からのシームレスな作

業の継続などが目玉だった。 

なお、「Windows 10 Fall Creators Update」の配信は前回と同様、段階的に実施され、 その第1段

階に含まれていれば、“Windows Update”がすぐ可能。 

他のユーザーは しばらく待つが、上級ユーザーの向きには 手動アップデートも出来る。 

現在、私はアップデートの自動実行は「停止」に設定しているので、アップデートの結果に付いて

は、実行した人の話を聞いてみる事にする。 

 

（たけうち） 

SSD搭載のPCならば1時間程度

HDDなら2時間ほど見て更新作業

の時間を取るのがよさそう。 

大型アップデート適用後、変

わったことは個人的にはほとん

ど影響なし    （談） 

Windows10 PROならば、大型アップデートを延期できるので  

今後、windows10のPCを購入するときには 絶対に、proバー

ジョンにしようと心に決めてます。  （談） 

無事起動直後、PCの更新プログラムがあります と出ます 

アップデート終了！ 

設定→更新とセキュリティ→Windows Updateから 

更新プログラムのチェックボタンを押すと・・・ 

更新が終わると、 

一旦電源が切れたような黒

い画面が少しの時間続く。 

 

しばらくたつと、 

無事起動されてロック画面

が表示された 

 

以下画面上の表記 

アップデートして一定期間内（10日間の模様）であれば、「設定」アプリの［更新とセキュリ

ティ］－［回復］セクションにある“前のバージョンの Windows 10 に戻す”という機能を利用す

れば、簡単に元へロールバックさせることが可能です。 
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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 11 月19日（日）        

 講師 小池美津子さん  

  【学習内容】 

先月に引き続き第6章・第7章の確認問題とテキス

ト「PowerPoint2016基礎 第7章」を学習しました。 

今月も楽しい一日を過ごしました。  

来月はお休みです。1月21日（日）に元気で会いま

しょう。 

 

★平成２９年１１月 25日（土） 

 講師 矢萩 巽さん 参加者:17 名 

【学習内容】 

写真・表・図形を活用するための便利技から、

Wordでできる写真の背景の削除や、 

トリミングを取り消す方法や、SmartArtの図形を変

更する方法を学習しました。 

復習してわからないことがありましたら、遠慮なくお

問い合わせください。 

 

 ★平成２９年１１月 25日（土） 

 講師 小池美津子さん  

【学習内容】 

文化祭当日 一部の方々にお約束した内容から
スタートしました。 

①ペイントで簡単に写真にモザイクを掛けよう 

②ファイルとフォルダの操作について 

③「Excel2016基礎」で使用するデータのダウ        
ンロード方法について 

④「Excel2016基礎」テキストのｐ17まで確認 

 12月は、お休みです。 

皆様 来年も元気に会いましょうね～(^^♪ 
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 ★平成２９年 １１月１１日 (土)  

講師 竹内 秀機さん 参加者：13 名 

情報図書館 
10:15～12:00 

【学習内容】 

★平成２９年１１ 月25 日（土） 

 講師 藤倉 万里子さん  参加者：９名 

情報図書館 
15:00～17:00 

          【学習内容】 

テーマ「イルファンビューを使い込もう！」 

今回は、情報図書館PC室にもインストールして

いただいた画像ビューア「イルファンビュー」の操

作概要を説明しました。世界的に有名でファンも

多いアプリソフトですが、その分、操作性も多様

化していますので覚えるのも大変です。先ず、サ

イズや画像方式変換などすぐに使える所から始

め、広く深く入って行くのが良いようです。 

サムネール・プラグインDLL・Change Languageな

どがキーワードになります。 

【学習内容】 

講師 高橋 晃さん     参加者：７名 

★平成２９年１１月１０日（金） 情報図書館 

・Snipping（ハサミ）の使い方 

・画像の印刷 

・図にテキストボックスを入れる方法 

【学習内容】 

講師 藤倉 万里子さん 参加者：８名 

13:00～15:30 
★平成２９年１１月１日（水）大麻えぽあ会場 

★平成２９年１１ 月１１ 日（土） 

 講師 猪股 嘉治さん 参加者：８ 名 

 

 Shade３D 第三回 

   形状グループ 

・線の形状を回転させて物体をつくる。 

・カップの取っ手を描く。 

・物に色を付ける。 

   

         

 

【学習内容】 

13:00～15:00 

日経PC21の8月号の特別付録「グーグル最強

の教科書」を参加された7名の方にお見せしま

した。82種類の最新機能に対応しており、グー

グルの活用には無くてはならないものです。 

皆さんそれぞれ楽しんでおられました。 

GMIPで年賀状作成 

風景画像をハガキに貼り付けて身近な画像を入れ

て年賀状を作るようにしてみました。 

尚12月の第４土曜日のGIMPはお休みとします。 

良いお年をお迎えくださ

い。 
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6日 （水） 13:00～16:00 シニア部会・大麻えぽあ会場 

8日 （金） 13:00～15:00 シニア部会・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 

 9日 （土）   

10:15～12:00 DCE部会・情報図書館コンピュータ学習室 写真・画像の学習 

13:00～15:00 会員向けの講習会・Word活用術 フォトフレームカレンダー作り 

15:00～17:00 office部会・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 Shade3D 

 10日 （日） 13:00～16:00 
市民向け講習会・情報図書館コンピュータ室 

Word活用術・Wordでつくるフォトフレームカレンダー 

10:15～12:00 学習部会・お休み 

23日 (土) 

（休日）  
13:00～14:50 サムディ ・お休み 

15:00～17:00 Office部会・お休み 

                      ＊  アーカイブ部会・お休み 

10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・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 

13日 （土） 

10:15～12:00 DCE部会・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 写真・画像の学習 

13:00～15:00 会員向けの講習会・Excel初級 印刷 ヘッダー フッター他 

15:00～17:00 office部会・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 Sade3D 

 14日 （日） 13:00～16:00 
市民向け講習会・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 

Excel超初級・文字入力、計算、印刷など優しく教えます 

21日 (日） 10:30～15:00 アーカイブ部会・情報図書館ボランティア室 PowerPoint2016 

  27日  (土)  

10:15～12:00 学習部会・情報図書館コンピュータ学習室 Word2016 

13:00～14:50 サムディ・情報図書館ｺﾝﾋﾟｭーﾀ学習室 Excel2016基礎 

15:00～17:00 Office部会・情報図書館コンピュータ学習室 GIMP 

    今年も ありがとう！ 

      新年は 幸せ多い年になりますように‼ 
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第245号

  この時期に思うのが、年賀状を書くのを

やめて久しい事。  その私が、PCで年賀状作りを教えたり、色々講

釈を述べたりしている。個性的な画像処理をお勧めしている訳だ。 

 すこし謙虚で神妙にしていよう。 

  年を重ねて その分、お付き合い下さる人の数も少なくなった

が、また新しい出会いも戴いている。  さて、そろそろ家人の年賀

状でも作ろうか、干支は 戌 か           （たけうち） 

 

 

 

・ウイルスバスターで問題が発生しています(修正パッチが配布されています) 

 (アップデート中のBSOD,OSビルド16299.19ヘアップデートできないなど) 

・タッチパネルPCで、バッテリー駆動させるとタッチパネルが作動しない場合があります。 

・省電力関連の変更で、スリープ関連に問題が出るケースがあります。 

・WDDMの更新などで、古いビデオカードの作動に支障が出る場合があります。 

急いでアップデートするべきではない！    今までのアップデートでも・・ 

公開直後は多くのPCで深刻なトラブルが発生し、安定して使えるレベルになるまで3～４ヶ月か

かっています。 安定したバージョンの配信が始まるまで様子を見るのが正解かと思われます。 

アップデートを延期したい。すでに開始された1709のダウンロードを止める事は出来ないようです。 

Pro版であれば、「設定」＞「更新とセキュリティ」＞「詳細オプション」を使ってメ
ジャーアップデートを延期できます。・「Current Branch for Business」を選択すると、メジャーアップデート配
信後、４ヵ月経過したのち後に更新が適用されるようになります。・機能更新プログラムの延期‥‥こちらを利用すると最大で365日延
期できます。 

Home版では自動更新の延期や停止を簡単にはできません。（相当知識が必要） 
最低限、インストールの自動実行を遅らせましょう。  設定→更新とセキュリティ 

   

 

  

 

 

 

 

My PCのメーカーのページを確認。注意点や更新を確かめる。確認できるまで更新を控える事！ 

外した✔が 元に戻るので、繰り返しチェックする。   「自動更新」ではなく、細かく対応できる「手

動更新」を進める向きもあるようです。が・・・ 

現在（11月中頃）言われている不具合を列挙します。修正されている物も含みます。画像・映像（動

画、テレビ）・音声のソフトで異常がある（再インストール） Photoshopにも不安有り。セキュリテイソフ

トは停止しておく。更新の確認必要。NTT系 ウイルスバスター eSET などほぼ全部。ネット接続が出来なく

なる。前のバージョンのシステムの復元が出来ない。新しくバックアップが作れない。組み立て式PCでマ

ザーボード非対応品有り。スタートメニューが壊れるものが有る。 スリープで異常が出る事あり。・富士通 

・東芝（dynabook） ・SONY VAIO で異常に対応有り。・KB4043961がインストールできない→修正パッチあ

り。・・・  などです。 

もし、インストールが途中で止まったら、「元に戻す」を選択しましょう。少し古くなったPCは、 ほぼ

要注意です。「排除いたします・・」かな？ 新品PCにクリーンインストールは問題なく起動できるよう

です。 ((+_+))               （たけうち） 

✔ を外す 

インストールの自動実

行を遅らせる 


