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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 

EPOCは30周年の節目。各部会の動きも活発です。映像記録班も各部会の30周年に向

けての記録をスタートさせました。その様子の一部をご紹介します。 

これらは、30周年記念行事として企画されました。 

各部会のメンバーさんも協力的。とてもアクディブな様子がうか

がえました。映像制作は、9月過ぎまで続けられ、編集を経て会

員皆さんへお披露目されるようです。出来上がりを楽しみに待ち

ましょう。 
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★平成30年７月１５日（日）        

 講師 小池美津子さん  

「PowerPoint2016応用」第1章ｐ10から進み 

・アート効果の設定 

・色のトーンの変更 

・画像の回転の要領と様々なトリミング 

・画像の背景を削除する方法 等々を再確

認し、その後、第1章の練習問題を解きまし

た。 

応用テキストに入り、多彩な内容となっております。

時間があれば、何度も練習してみてください。 

 

Shade                     

 

Shade 

 ◎ 「資料19 ロゴの挿入」説明 

 ◎ 動画 「アニメ カメラの使い方」配布 

 講師 猪股 嘉治さん 

★平成３０年７ 月１４ 日（土）参加者： 8名 

 

講師  藤倉 万里子さん     

情報図書館 
13:00～15：00 

情報図書館 
13：00～17：00 

情報図書館ボラ

ンティア活動室 

10:30～15:00 

【学習内容】 

★平成３０年７ 月２８ 日（土） 15：30～17：00 

【学習内容】 

 

                

 

 

 

 

 

★ 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ８ 日

 講師 小池美津子さん   

【学習内容】 

★平成３０年７ 月２８ 日（土）参加

情報図書館 
10:15～12:00 

【学習内容】   

「ＧＩＭＰでパラパラ漫画作成」  

パラパラ漫画を自分達独自の画像を使って

作成してみました 。 

  

★平成３０年７月４日（水） 

大麻エポア会場 

13：00～1６：00 

【学習内容】 

講師  藤倉 万里子さん    参加者： ８ 名    

参加者：８名 

◎ 手の作成 

◎ 作成した表面に絵を貼り付ける 

復習を兼ねて「Excel2016基礎 第2章」の 

用意した問題を解くことから進めました。 

その後、第3章ｐ79からｐ93まで進みまし
た。 

来月は、文化祭の準備とし
て、ポスター作りを予定して
おります 

・[GIMP」[word」でカレンダー作成 

・画像取り込み・その他いろいろ 
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テ ー マ ： ３ ０ 周 年 記 念 壁 画

本日で、壁画用の個人の受け持ちデータは、ほ

ぼ出そろいましたので、仮設ですが、元になる

壁画全面を作成、それを64分割の上、個人割り

 次回は、回収データの突き合わせと修正にな

ります。これをもって、30P壁画作成の決定に

なります。メンバーの皆さんは、8月 11日

（土・休）時間内いつでも結構ですから、情報

図書館PC教室へ編集加工した作品をお届け下さ

い。クリエテイブな作品をお待ちしています。 

 

 

今回は外付けＨＤＤの活用方法を講習しまし

た。 

パソコン本体の容量を気にすることなく外付け

ＨＤＤに直接データを入れる事ができます。取

り付け方も簡単でＵＳＢケーブルを差し込むだ

けですぐに使える。ＵＳＢも小型化され手の平

サイズの物もあり持ち運びに便利です。 

皆さん外付けＨＤＤを購入し

楽しんで下さい。 

情報図書館 
10:15～15:15 

講師  高橋 晃さん        

【学習内容】 

★平成３０年 ７月１４日 (土)  

講師  竹内 秀機さん    参加者：１４名 

情報図書館 

10:15～12:00 

★平成３０年７月１３日（金）  

 

午前の部は 

「Lesson2ファイルを管理しよう」から 

①ファイルの開き方、②既定で開くアプリ

の変更（画像の場合）、③USBメモリの取

り出し、④ファイルのコピー、⑤ファイル

の検索、⑥ファイルの圧縮・展開、など基

本的な方法からショートカットキーやコン

テキストメニューを使う方法などを学習し

ました。 

午後の部は 

「Lesson2のファイルを管理しよう」から 

④ファイルのコピー、⑤ファイルの検索、

⑥ファイルの圧縮・展開、 

「Lesson3 文書を作成しよう」の「演習

問題 01」を使い①ページレイアウトの設

定、②表示倍率の変更、③文字列の移動/

コピー 

「Lesson4 文書を保存しよう」から ①

文書を保存する、②保存したファイルを開

く、③旧Wordファイル形式で保存する、 

など午前の部と同様に基本的な方法から

ショートカットキーやコンテキストメ

ニューを使う方法などを学習しました。 

13:00～15:00 

J情報図書館 

 

★平成30年７月2７日（金） 

午前の部 10:15～12:15：1２名 
午後の部 13:15～15:15：1０名 

【学習内容】 

講師 矢萩 巽さん 
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５日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

8日（土）  

10:15～12:00 DCE部会・情報図書館PC学習室 写真・画像の学習   

1300～17:00 Office部会・情報図書館PC学習室 Sｈade3D  

 ９日 （日）   13:00～16:00 市民向け講習会・情報図書館PC学習室  Wordl初級 

１４日 （金） 13:00～15:00 シニア部会・情報図書館PC学習室 

１６日 （日） 10:30：15:00 
アーカイブ習会・情報図書館PC学習室   

PowerPoint2016 の学習         

10:15～1200 ハッピー部会・情報図書館PC学習室 「GIMP（ギンプ）」の学習 

２２日 （土）    

 

   

13:00～15：00 サムディ・情報図書館PC学習室 Excel2016基礎 

15:30～17:00 Office部会・情報図書館PC学習室 Sｈade3D 

  ２８日 （金）  10:15～15:15 
学習部会・情報図書館PC学習室 Word2016便利技の2回 

10:15～12：15    13:15～15:15    

  

１日 （水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会場 

 10日 （金）   13:00～15:00 シニア部会・情報図書館PC学習室 

 11日 （土）  

山の日   

10:15～16:00 
DCE部会・情報図書館PC学習室 写真・画像の学習 

  竹内先生待機 

 Office部会・情報図書館PC学習室 Sｈade3D 休み 

１９日 （日） 10：30～15:00 アーカイブ習会・情報図書館PC学習室 PP2016 の学習         

2４日 （金）  10:15～15:15 
学習部会・情報図書館PC学習室 Word2016便利技 

   10:15～12：15    13:15～15:15   の2回 

10:15～12:00 ハッピー部会・情報図書館PC学習室 「GIMP（ギンプ）」の学習 

２５日 （土）      13:00～15：00 サムディ・情報図書館PC学習室 Excel2016基礎 

15:30～17：00 Office部会・情報図書館PC学習室 Sｈade3D 
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WindowsDVDプレイヤーインストールする？！ 

Windows 10には、ライセンスの関係でMPEG2形式のコーデックも、DVDを再生するためのアプリも標準

では搭載されていません。ですから、DVDをドライブにセットしても映像を再生できず、MPEG2形式で

取り込んだビデオファイルなどの再生もできなくなっています。見るためには、 別途、「Windows 

DVD プレイヤー」をインストールする必要があります。 

◎「Windows DVD プレイヤー」を利用する。（無料と有料がある。） 

マイクロソフトの、Windows 10向けDVDプレイヤーアプリをWindows ストアから1,500円でダウンロードでき

ますが、以下の条件の場合は、自動的に無料でインストールされます。 

 Windows 7 Home Premium、などからアップグレードした場合 

 Windows 8/8.1 with Media Center Pack、またはPro Pack適用済みの状態でアップグレードした場合。

無料でインストールされます。また、MPEG2のコーデックもインストールされ、標準の動画プレイヤー「映 

画＆テレビ」や「Windows Media Player」などでもMPEG2動画を再生できるようになるメリットもあります。

ただし、Blu-rayの再生には対応していません。 

でも、「Windows DVD プレイヤー」はインストールに失敗したり、インストール出来ても動作不良など
が起きてあまり良くないとの声を聞きます。 

◎ 無料で入手可能な動画再生アプリを利用する 

インターネット上から無料でダウンロードできる動画再生アプリを利用しDVDを再生できます。無料の動画 

再生アプリには、「GOM Player」や「VLC media player」などがあります。両者とも利用者の多い無料で安

心できるアプリです。                         VLC media player 

 

GOM Player（窓の杜） 

両者とも評判は良いのですが、時々映像が乱れたり、再生できないこともあるようです。そのあたりは、 

理解して割り切る必要があります。 

◎ アプリを購入する。 PowerDVD 18 Ultra - CPRM 対応 Blu-ray & DVD 再生ソフト¥11.800. 

Ultra HD Blu-ray は高精細な 4K 解像度と、大幅に拡張された色域と輝度で次世代の高品質映像体験をもたらし

ます。 （PRより） 

DVDやBlu-rayの再生向き。無料体験版で試してから購入しましょう。 

〔 PowerDVD 15 Standard  の場合、直販ストア価格：4,800円 〕 

アマゾンなどで購入できます。DVDを安定した状態で多数見たい向きにはこちらがお

すすめでしょう。  他にも色々あり迷うところですが、情報の1つとしてお伝

えしました。 

 また、ビデオを撮影編集する人は、その編集ソフト、アプリが活用できますので、 普通にDVDを見る事

が出来ます。 

http://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/gomplayer/
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-deluxe/features_ja_JP.html
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第249号

Windows10の画像編集・表示の環境・・・ 

画像や写真をWindows10で表示や編集/作成するアプリは数多くありますが、従来からの「ペイント」は、今は

使えますが、この後「フォトギャラリー」などと共に終了します。 

現在、それに代わって「フォト」を推奨しているようですが、どこかおまけのアプリ感が抜けません。 

今後、お絵書きは、フリーソフトなどに頼ることが多くなりそうです。MicrosoftStore（ストア）や各社が対応して

いるネットストアで探すと、有償、無償とも お絵かきや編集のアプリは色々有りますが、用途を写真・画像編

集・表示に限定すると、「フォトショップ」「GIMP」以外で、自在に使える編集ソフトはそれほど多く有りません。

（似たような名前で金額もそれほど違わ無ければ、迷わずフォトショップエレメンツを買うべきです） 

 

 

 

 

写真をワードやパワーポイントなどで直接編集表示させることも可能ですが、自由度から見ても少々物足りな

く、やりたいことが出来ない不満が残ります。 

 

写真ソフトはPCに写真を取り込むため、カメラに付随しているメーカー製のものが有ります。こちらは、カメラ

購入が条件で、フリーの使用は制限されているようです。 

 

意外なのがPDFファイル作成のアドビAcrobat Reader DC です。画像を一度PDFに変換させなければなりま

せんが、写真・画像を表示、印刷する機能は十分で、ワードなどから変換できるのが強みです。このアプリは

標準でメーカーPCに入っていることも多いですが、無くても、MicrosoftStoreから無料で簡単にダウンロードで

きます。 

やはり、無料で、機能、使い勝手、軽いなどを考えると「IV（イルファンビュー）」が世界で認められているよう

に、とても良いアプリです。ネット各所で（日本語対応させて）簡単に入手可能です。 

 IV（IrfanViewイルファンビュー： http://www.irfanview.com/ ）  （赤いネコのアイコンです） 

インストールは、「窓の杜」から日本語対応をダウンロードするのが良いので、まだお持ちでない方にお勧めし

ます。「イルファンビュー」で検索すると、他に怪しい、不誠実サイトも多数出てくるのでこちらはご注意！ 

（たけうち） 

 

災害と天候不順の続く日々、道外は猛暑！ 北海道へいらっしゃ

い涼しいから～  帯広など、暑い所も在るけれど、 

総じて、涼しい北海道です。災害復興の方々は暑さとの戦いも加

わり大変な思いをされている事でしょう。 

かたや、オリンピックのボランティアを無理な条件を押し通し、かき

集めようと画策しているような。そんなんでいいのかぁ～ ・色々あ

るけど、足りないのは、謙虚さと人手か！ 

             （たけうち） 

http://www.irfanview.com/

