
 江別パソコン利用研究会 会報「えぽっく」 第２５３ 春の号                     http://e-epoc.jp/                        

－ 1 － 

 

令和元年 総会に向けて… 

地域社会への貢献とパソコン利用の技術活用を掲げ30年を経過し、「江別

パソコン利用研究会*」は、その会員の積極参加により情報の収集・処理・

加工・活用を地域社会貢献の一助とすると共に、自らの向上の場所となっ

ています。          *（略称：ＥＰＯＣ 和読み：エポック です） 

時代は進み、改元、新時代到来、AIに代表されるニューテク、ハイテク化の潮流は更に

勢いを増しています。私たちは、臆することなく、また、翻弄される事なく、これらと

正しく向き合い正しい知識を深め、地域社会と自らに反映させていく事が求められてい

く事でしょう。 

第253・春の号 

「江別パソコン利用研究会（ＥＰＯＣ）」は、全会員心を一にして、また、無理するこ

となく、パソコンの進化を受け入れ、学び、活用しています。年度総会に当たり、新時

代を、さらに未来を拓くため 会員相互の信頼と連帯とを築いていきましょう。 

パソコンをリセットして一休みもよし、さらに、深みを求めるもよし、初心に戻るもよ

し、未開の新地を踏襲するも大変結構な事です。それらの全てが、「２０１９年度エ

ポック総会」から始まります。おひとりおひとりの目標と夢と希望を載せてのスタート

ラインです。 

◎２０１９年度「江別パソコン利用研究会（ＥＰＯＣ）」総会  

◎５月１９日１５時より（ 江別市野幌末広町7番地 江別市情報図書館 電話011 384 0202 ） 

◎江別市情報図書館２階デモ展示室において開催 （終了後別席にて懇親会予定） 

各界各位。江別市とその近隣の関係皆様、ご来訪 お待ち申し上げます。 
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 「美しい春の息吹」 
撮影: EPOC会員松本淑子 さん 

開催日：毎月 第4金曜日（12月を除く） 

午前の部：10時15分～12時15分 午後の部：13時15分～15時15分 

場所：情報図書館2F PC学習室 

Excelの便利な機能を使い実生活に役立つ内容

を学習しています  

世話人 猪股 嘉治さん  

日時：第2土曜日 13時～17時 

場所：情報図書館2F PC学習室 

世話人 矢萩巽さん  

世話人 藤倉真理子さん  

画像ソフト［ＧＩＭＰ」の理解を深め、
図形の作成、編集操作を学習します。 
  

日時：第4土曜日 10時～12時  

場所：情報図書館2F PC学習室 

情報図書館を飛び出し、大麻公民館を会場としています。 
各自の課題解決・操作・パソコン活用方法等を会員が楽しめ
るよう学習します。 

日時：第1水曜日 13時～15時 

場所：大麻公民館 

 ＥＰＯＣ(江別パソコン利用研究会）は８部会あり、 
 会員は、それぞれ学びたい部会での学習活動をしています。 

テキストを「レンガ メー

ル」で通知します  Office

部会以外の方も興味のあ

る方はぜ ひご参加下さい  

 
 Officeの色々な 

  役立つ活用法を 

   一緒に学び 

   ましょう！ 

「生活に役立つ Office ＆ Web の活用」 
日常生活の活用事例を学習します。 

パソコン以外の話題

も多く楽しい時間で

すよ！！ 

GIMP（ギンプ）は、

奥が深いねェ～ 
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今年度はテキスト「よくわかるPowerPoint応

用」をもとに 「PowerPoint」の学習を、アッ

トホームな雰囲気の中 学習 しています。  

ここの所は重要です、 

アンダーラインを付け 

てくださいね  

シニア部会は、パソコンでの実用的な活用を目指して、 

学習しています。ひとりひとりが自由なテーマを 

設定し また、互いに情報交換しながら学習します。 

チャレンジし

ましょう！ 

今年度は「よくわかるExcel2016基礎」テキ ストをもとに 

基礎から「Excel」の学習をしています。ま た、皆さんの希望により随時他

のことも（例：4月は 「OneNote」の使い方）学習する予定です。  

パワーポイントは色々

な場面で使えますョ！ 

毎月第３日曜日10時30分から15時まで情報図書

館ボランティア室で勉強します。 

  

主にフォトショップ（Photoshop）ソフトを使い、 

オリジナルな写真画像の作成や変形文字による文書の

作成、無料ソフトを使った簡易な画像処理等幅広く学習

をします。 

毎月第２土曜日10時15分から12時まで情報図書館２階パソコン学習室 

毎月第４土曜日１３時から１６時まで情報図書館2階パソ コン学習室 

毎月第２金曜日13時から15時まで情報図書館２階パソコン学習室 

 ＥＰＯＣ(江別パソコン利用研究会）は８部会あり、 
 会員は、それぞれ学びたい部会での学習活動をしています。 
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★平成31年３月２２日（金） 

情報図書館  10:15～15：15 

午後の部13:15～15:15 8名 午前の部10:15～12:15 7名 

【学習内容】 【学習内容】 

講師  矢萩 巽さん 

「Lesson15 名刺を作ろう」で横書き名刺
のテンプレートをダウンロードして、テキ
ストボックスで名前や住所などを入力し、
背景やイラストを配置し個性的な名刺を作
成しました。 また、横書きテンプレート
で縦書き名刺の作成や、横書きテンプレー
トを縦書きに変更する手順も学習しまし
た。 

これまで学習したWordの機能を駆使
することで趣味の名刺ができること
を学習できたと思います。 

 前回の名刺作成講座に参加でき

なかった方が、今回おられたので初めか

ら説明しました。 
 

午前の部と同様に横書きテンプレートで

縦書き名刺を作成する方法と、横書きテ

ンプレートを縦書きに変更して

シンプルな縦書き名刺をつくる

手順について学習しました。 

 

 

 

【学習内容】 

テーマ；イルファンビューを使おう！ 

無料画像ソフト、IV（イルファンュー）の

機能と操作方を実施しました。多数ある機

能の一部の説明となりました。とても良い

ソフトですので次回も続きを致します。 

 

講師  竹内 秀機さん 

★平成３１年３月９日 (土)  

情報図書館 

10:15～12:00 

★平成３１年３月６日（水） 

講師  藤倉 万里子さん 

大麻公民館 

13：00～15：00 

【学習内容】 

ＧＩＭＰ、ワード、エクセル、など対象

に初心者向きの取り組みです。         

いつもの通り教室全員の一貫したテーマ
はなく強いていえば、質問には出来るだ
け丁寧に答えて、教室に参加したこと
で、この時間をパソコンの基本にし、出
席者が楽しく学べればと思っています。 
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情報図書館 
13:00～15：00 

情報図書館 
13：00～17：00 

10:30～15:00 

情報図書館ボラ
ンティア活動室 

【学習内容】 

★平成３１年３月２６（土）
講師 小池美津子さん 【学習内容】 

★平成３１年３月１７日（日）        

講師 小池美津子さん  

 

講師  藤倉 万里子さん     

★平成３1年３月26日（土）参加者： ８名 

情報図書館 
10:15～12:00 

画像ソフト「GIMP」で写真の編集・切り抜
き、透過を学習しました。 

次回は、レイヤーマスクで写真合成を学び
ます。 

 

 

  
★平成31年３月８日（金）  

情報図書館 
13：00～15：00 

【学習内容】 

◎ 関数の学習 IFERROR関数   

セルの式が個数×単価のとき、個数・単価
のセルに値が入っていないとき セルはエ
ラーが表示されます。 このエラー表示を
IFERROR関数を使って空白表示にすること
が出来ます。 

◎本日でOffice部会のH３０年度は終了で
す、文化祭で難しいShadeにトライし有意義
な１年となりました。 

【学習内容】 

シ ニ ア 部 員 と 編 集 部 も 参 加 さ れ、
publisherの操作方法とフォトムービのソ
フトをインストールしました。フォト
ムービーの活用方法は次回に行いたいと
思います。 

世話人 高橋晃さん 

今月は、スライドショー上でビデオやオー
ディオを再生する方法を学ぶ 
「PowerPoint 2016応用」テキストの第3章
を 再度最初から確認しました。 
次回は、ｐ121練習問題から進める予定で
す。 

講師 猪股 嘉治さん 

★平成３１年３月９日（土）  

「Excel2016基礎」テキスト「第5章複数
シートの操作」から進めました。 
①シート名を変更  
②作業グールの設定・解除の仕方  
③シートの移動・コピーの仕方 
④シート間での集計の仕方 
⑤リンク貼り付けの仕方の色々等を確認し
ｐ143 まで進みました。 
来月は第5章の練習問題と今回話題に登った
【OneNote】の操作方法を皆で確認します。 

編集部では、ＥＰＯＣ会員皆様の撮影した「四季の写

真」を募集しています。四季折々の美しい写真を是

非、編集部までご提供下さい。 
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３日 （水） 13:00～16:00 えぽあ部会 

１２日 （金） 13:00～15:00 シニア部会・情報図書館PC学習室 

 1３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 

15:00～17:00 office部会・情報図書館PC学習室  

 １４日  （日） 13:00～16:00 市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

 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   PowPo2016 

 2６日 （金） 
10:15～12:１５

13:15～15:１５ 
学習部会・情報図書館PC学習室 

 2７日 （土）  

10:15～12:00 ハッピー部会（GIMP）・情報図書館PC学習室 

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

１日 （水） 13:00～16:00 えぽあ部会 

1０日 （金） １３:00～15：00 シニア部会・情報図書館PC学習室 

 1１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 

13:00～15:00 office部会・情報図書館PC学習室  

 1２日 （日） 13:00～16:00 市民向け講習会・情報図書館PC学習室  

 １９日 （日） 
10:30～14:30 

15：00 より 

アーカイブ部会・情報図書館ボランティア室 

江別パソコン利用研究会 総会           

 24日 （金） 
10:15～12:15 

13:15～15:15 
学習部会・情報図書館PC学習室 

 25日 （土）   

10:15～12:00 ハッピー部会（GIMP）・情報図書館PC学習室 

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

 

Windows10 の知っていても使っていない 便利技を見直そう！！ 

 ☆まずこれだけは覚えておきたいのが、ウィンドウのスナップ（分割）のショートカット。 

画面の左右2分の1 にスナップ表示するには、［Windows］＋［←］［→］キーを押します。 

テスト用に4～5枚のファイルを開いて「Win + ←」からやってみましょう。 

続いてさらに4分の1で表示するには、［Windows］＋［↑］/［↓］キーを押します。 

いずれも、アクテブウインドウから行います。 

次に使える機能が・・・ 

 ☆Windows 10の注目の新機能のひとつが複数のデスクトップを作成できる“仮想デスクトッ

プ”機能です。タスクバーに表示されている「タスクビュー」クリックで表示できますが、 

キーボードショートカットは［Windows］＋［Tab］です。 

新しいデスクトップ作成には［Windows］＋［Ctrl］＋［D］キーを押します（他各種次ページ参照） 

 ☆Windows 10をキーボードショートカットで効率よく使うには、ファンクションキーや矢

印キーは必須です。FnキーとF1～F12のキー操作を今一度確かめてみましょう。あなた向きの

仕組みが見つかる筈です。 

 F12 ：Office系で名前を付けて保存・保存先がわかるので安心です。 

 Win+Ａ ：通知センターを開く・・ＰＣの現状が分かる 

  通知センターはタスクバーの右端時刻の次の吹き出しマークです。 

☆必 須 ！ 

 Win+E：エクスプローラ起動  ・・スタート時点で位置などの確認が楽にできる 

注目！⇒ 開いたエクスプローラフォルダーで ファイル⇒〈フォルダーと検索のオプションの変更〉⇒

〈クイックアクセス〉を〈PC〉に変更⇒OK ◎一度実行して置けば、開くたびマイPCが表示されているの

で、Win+Eで、すぐ次の動作が可能。これだけでも操作が楽になります (^^♪ 
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平成から令和へ！元号は変わっても、 

時は流れゆくのみ！  

移ろい易く全てを包み込み乍ら・・・ 

 色即是空 ！        
  合掌  

第253・

    

 Win+I：Windows 10の設定を開く。 

設定⇒システム、アプリ、アカウント、更新などすべての設定・閲覧がここに集約されている。 

（ Windowsのエディションを見るのは、開いたエクスプローラ（Win+Eで）のプロパテイから〈コ

ントロールパネル〉を表示が便利 ‹他に何も選択していない状況で›） 

 

Win+→/←：ウィンドウの左右分割表示 

左右分割は、特に重要なコピーペーストをしたい時、コピーする方とされる方を左右に開いて確実

に送る事が出来る。  

仮想デスクトップ（タスクビュー） 

仮想デスクトップは複数のパソコンを同時実行 

しているかの様にデスクトップを扱えます。 

Win+Tab：すべての仮想デスクトップを一覧表示。   （タスクビュー） 

Win+Ctrl [左矢印／右矢印]：仮想デスクトップを切り替える。 

Win+Ctrl+F4：現在の仮想デスクトップ終了（×をクリックでもＯＫ） 

 タスクビューは、使い慣れるとパソコンの利用範囲が広がります。ぜひ挑戦して見よう 

☆他にも 

Win+D：デスクトップの表示切替ファイルを多数開ていてもデスクトップアイコンが見れる 

Win+Ｍ：開いているすべてのウインドウの最小化 一気に最小化し新しいことが出来る 

Win+Shift+M ：最小化を戻す   

Win+T：タスクバーの中を選択 Tを連打か、→ ←で決定できる。エンターキーで実行。 

  Win+１～０ までで、移動即実行 

 

 デスクトップの上半分の様子。
タスクビューを 7 面実行して
います。 1台のノートＰＣでも
この様に使い分けが可能！ 

タスクビュー実行中 

たけうち 


