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創立３０年からの第一歩が改元令和元年。エポックの新時代が幕開けとなりました。 

 ２０１９年総会は、各議案及び決算、新年度全案件がそれぞれ拍手で承認され「ブート・リスタート」しまし

た。さらに、今年度は改選期に当たり、ＥＰＯＣを導き後押し戴いた皆川雅章氏が会長を退任され、顧問とし

て今まで同様ご支援下さる事となりました。職務多忙の中ＥＰＯＣを支えて戴いた事に深く感謝し、さらに今

後のＥＰＯＣを導き下さる事を願います。 

 新会長には総会にて満場一致の推薦と承認を受け、「江別パソコン利用研究会（エポック）」会員の  

岡村繁美氏が就任されました。              （編集部） 

《総会を終えて！》２０１９年度ＥＰＯＣ総会が５月１９日開かれました。 

 ＥＰＯＣ懇親会が催されました 

 総会終了後「居酒屋いろは」に移動し、懇親会が開かれました。 

岡村新会長の乾杯で懇親会スタート。出席者は岡村会長以下8人でした。 

今年は年号が令和になった事、会長に岡村さんが就任した事、代表幹事に小池さんになった

事、30周年を通過した事など色々な点で新たなスタートとなります。 

 またコンピユータ学習の広がりの中、将来のEPOCの果たす役割、情報図書館のインフラの

効果的なありかたやその資金等々の課題も話し合われ、和気あいあい熱く語りつつ充実した

懇親会を終了しました。  （談：中村義広 ）                文責： 編集部  
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ＥＰＯＣ代表幹事 ご挨拶     小池 美津子 

前会長皆川雅章氏の退任に伴い、当会顧問の岡村繁美会員が、ＥＰＯ

Ｃ会長に就任されました。公私共にご多忙の中、快くお引き受け戴き、令

和のＥＰＯＣを支えてくださる事を感謝します。 

ＥＰＯＣ新会長 岡村繁美さんご挨拶とご紹介 

 平成元年にスタートしたＥＰＯＣ３０年の歩みは、役員の皆様の献身的な努力と、パソコン情

報機器の利活用での学びや研鑽を積み重ねてきた活動とその成果は、会員相互の信頼と連

帯、知識・技術向上のみならず、地域社会の情報化に大きく貢献してきたものであります。 

昨今、誰でも情報機器を利用し、機能も急速に進化しています。一方、モバイル機器の機

能のごく一部しか活用できていない方々が大半なのも現状です。 
 

 ３１年目がスタートしました、さらに未来を拓くため「次の１０年」の位置づけが問われる状況

になっていくと自覚しています。これまでの蓄積の上に新たな活動の可能性も探り、便利な道

具を使いこなせる喜びを理解していても行動に移せない方々への対応策など、新会員の加

入促進に意を用いていきたいと思います。 皆様とともに「学び合い」を尊重しながら、私たち

の活動の成果が地域社会に還元できるよう、行政機関等との連携に努め、会員相互の交流

がさらに発展していくために、微力ではありますが努力していきますので、会員各位のご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

2019年度 総会が５月１９日に開催され、来賓として「情報図書館 山田容示氏」や大勢の皆さ

まの参加を頂き無事終ることが出来ました。今年度は２年に１度の役員改選の年で、役員の変

動がありました。 昨年まで会長としてご尽力頂いた「皆川雅章さん」には顧問として今後もご

指導頂けます。また代表幹事として私たちを引っ張って頂いた「中村義広さん」には、副代表と

して腕を振るって頂けます。どうかよろしくお願いします。 
 

そうして嬉しい事に今まで顧問としてＥＰＯＣを見守って戴いた「岡村繁美さん」は、今年度か

ら「会長」として私たちのＥＰＯＣを導いて戴くことになりました。 

それと、編集部が強化されました。「阿部勝巳さん」「出口良枝さん」がお手伝い頂けることになり、より充実し

た編集部になります。楽しみです。 

また、わたくしも「中村さん」からバトンタッチの代表幹事。 ＥＰＯＣのお世話役として歩みを進

めてまいりますのでどうか皆様よろしくお願いします。 

パソコンを通じて「いつまでも若々しい頭脳！柔らかい発想！」を持って、今まで以上に楽しい

ＥＰＯＣ活動になる様、考えていきたいと思っています。皆で楽しいことを見つけていきましょう。 

ＥＰＯＣ会長 ご挨拶      岡村 繁美 

岡村繁美氏は、お生まれは夕張市で、平成３年国鉄野幌駅在職時に 
市会議員に立候補され初当選以来 市議の道を歩まれ、平成１７年市議会議長 
に就任されたのをはじめ、市議会議員として情報化社会への対応などを積極的に 
提案し、市役所庁内や教育現場の環境整備に尽力して来られ、 ＥＰＯＣの顧問としても布川 道議と共
に連携し活動の推進に努めて来られました。この度は、ＥＰＯＣ会長の任を快くお引き受けくださいまし
た。ＥＰＯＣ３１年目からのスタートを共に歩めることを感謝致します。 

紹介の言葉 ＥＰＯＣ会計監査 黒沢 松寿 
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Ｏｆｆｉｃｅ会員全員を対象に、レンガメールで連絡したテキストで学習しま
す。 

自由参加としますので、個々人の習得したい項目を選択学習できます。 

３Ｄプリンターによる造形学習も併せて行います。

【世話人：猪股 嘉治】 

【世話人：藤倉 真理子】 

昨年は、キングソフト・ＧＩＭＰ・エクセル・ワードの画像処理や

料理レシピ作成などを行って来ました。新年度も様々なテーマをそ

の都度取り上げて、会員相互の学習レベルアップを図ります。 

会員個々が学習していて解らない事を持ち寄って、互いに教え合い解

決して行きます。参考図書を基にするなど会員が独自の学習（自習）

もします。 

【世話人：高橋 晃】 

【世話人：矢萩 巽】 

Officeソフトやインターネットの学習の中で、日常生活でパソコンを有効に活用出来る

ように、実例を自作テキストで紹介します。 

一例としては万年カレンダーの作成、料理レピシや献立表の作成、住所録や医療費控除

明細表の作成等々生活に密着した事柄を載せてあります。 

【世話人：竹内 秀機】 

昨年に引き続き写真・画像編集ソフトを使い、操作の向上と作品の完成度
を上げて行きます。３Ｄ画像やフリーハンドによる絵画作品も手掛ける予定
です。文化祭には、メンバーの撮影・編集・印刷による額装写真展示を行
います。 

【世話人：小池 美津子】 

昨年に引き続きFOM社の「Excel2016基礎」をテキストにして学習しま

す。また、会員のリクエストに応じてWindows10のアプリなど皆さんの関心

の高い学習も取り入れて行く予定です。 

令和元年からの主な部活動計画のお知らせ 
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【世話人：小池 美津子】 

【世話人：藤倉 真理子】 

【世話人：高橋 晃】 

2017年から学習していたFOM社の「PowerPoint2016基礎」編から、今は「同、応用編」

テキストへと進みました。プレゼンテーションツールの学習と、その他、随時皆で話し

合って関心のある事柄を盛り込んで進めて行きます。 

画像ソフトGIMP（フリーソフト）を使い、昨年はパラパラアニメを作成し、文化祭

で発表しました。今年度も、画像ソフトGIMPのより高度なレベルを目指して学習しま

す。 

パソコンの移り行く情勢を見て、会員の皆さんが興味持っていただけるような内容を 

発信して行きます。  会報誌「えぽっく」を年6回（偶数月）発行します。 

夏のオフ会や秋の施設見学会も計画しています。 

畠山 悠子さん   江別市大麻園町 

  日常的にパソコンを使用することが多く、色々教えてもらいたいと思います。 

藤原 一之さん   江別市萌えぎ野 

   新しいことに挑戦したりして、パソコンの奥深さを学んで行きたい。 

前田 正義さん   江別市向ヶ丘 

   今は、学習部会に参加し学んでいます。パソコンは楽しいですね。     

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                                                        

  EPOC代表幹事：小池美津子 または  情報図書館まで 

その2 
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★令和元年5月25日（土） 【学習内容】  Excel2016基礎 

 講師 小池 美津子さん  情報図書館ＰＣ学習室  １3:00～15：00 

「Excel2016基礎」テキスト「第6章 表の印刷」から進みました。 

まず WordとExcelを印刷するときの一般的な設定の違いを確認し、第6章の準備されているファ

イルを元に「ページレイアウト」の表示にし、用紙サイズ・余白・向きや「ヘッダー・フッターの設」

「印刷タイトルの設定による利点」「改ページプレビュー」表示を確認し、ｐ161まで進みました。 

 ＧＩＭＰで「ウィッパー君」を描こう 

Wordアートの基礎を学習しました。 

 
講師 小池 美津子さん 情報図書館ボランティア活動室 10:30～14:00 

「PowerPoint2016応用」の第4章スライドマスターの確認から進め、・スライドマスターの表示の
させ方・種類を理解し 
・共通のスライドマスターの編集 
・タイトルスライドのスライドマスターの編集 
・ヘッダー＆フッターの挿入と編集まで学習しｐ151まで進みました。 
次回は、復習を兼ねて第4章最初から進める予定です。 

★令和元年5月19日（日） 【学習内容】 PowerPoint2016応用 

講師  藤倉 万里子さん 情報図書館ＰＣ学習室  10:15～12:00 

★令和元年5月25日（日） 【学習内容】   GIMPの使いこなし講座   

 

１、Excel オートと名のつく機能    
  1 オートカルク       
  2 オートコレクト 
    3 オートフイル 
    4 リストオートフイル機能 

 
     初心者に良い学習テーマでしたが、いつものOffice部会の方以外は来られませんでした。 

講師 猪股 嘉治さん  報図書館ＰＣ学習室  13：00～17：00 

★令和元年5月11日（土） 【学習内容】 

２、３Dプリンター 
  ミッフイーに目と口を付けて作成しました 
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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  情報図書館ＰＣ学習室  10:15～12:00 

午後の部 13:15～15:15 午前の部 10:15～12:15 

午前の部、午後の部共に、前回の万年カレンダーの作成で、祝日のデータをインターネットの

ホームページからコピー＆ペーストすることがうまくできていない方が多く、改めてその方法を説

明しました。 

その後、「晩ごはんの献立表をつくる」でプルダウンリストから献立をピックアップする方法を説明

し、献立表をつくる作業をしました。 

また、リストの追加やレシピのホームページをExcelの献立表に追加する方法を学習しました。 

 講師 矢萩 巽さん  情報図書館ＰＣ学習室 10:15～15：15 

★令和元年5月24日（金） 【学習内容】  参加者：午前の部 7名 午後の部 8名  

講師  藤倉 万里子さん  大麻公民館  13：00～15：00 

 

★令和元年5月1日（土） 【学習内容】  

★令和元年5月11日（土） 【学習内容】  イルファンビューを使おう！ 

今まで通り会員の皆さんの解らない事を聞いたり教え合ったりしました。 

世話人  高橋 晃さん  情報図書館ＰＣ学習室  13：00～15：00 

★令和元年5月10日（金） 【学習内容】  誰でもできるフォツトムーヒー゛ 

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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5日（水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会館 

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 

13:00～17:00 Office部会・情報図書館PC学習室 

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

Word初級・楽しいご案内チラシを・・・ 

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 
アーカイブ部会・情報図書館ボランティア活動室   

PowerPoint2016（応用）の学習         

22日（土）  

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

13:00～16:00 サムディ部会・情報図書館PC室 Excel便利技の学習 

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

①10:15～12:15  ②13:15～15:15 の２回 

3日（水） 13:00～16:00 エポア部会・大麻えぽあ会館 

12日（金） 13:00～15:00 シニア部会・情報図書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 

13:00～17：00 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  

Excel超初級講座・これからＥｘｃｅｌを使いたい人に・・・ 

 

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活動室   

PowerPoint2016（応用）の学習         

26日（金） 10:15～15:15 
学習部会・情報図書館PC学習室 Word2016便利技 

①10:15～12：15 ②13:15～15:15 の２回   

27日（土） 

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

13:00～16:00 サムディ部会・情報図書館PC室 Excel2016（基礎) 
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「B’s 動画レコーダー 」 

    Ｂ’ｓ Recorder を活用しよう 
 ＣＤで作成したデータをデジタル保存出来るソフトで有料です。 

 データーディスクの作成・コピー・リツピング・ISOイメージファイルの作成が 

 行えます。例としてＣＤで作った音楽等をコピーして使える様にするソフトで 

 すが、著作権に違反しない事が前提になっています。 

 従ってソフトの発行者に事前に許可を貰って下さい。 

 このソフトは一台のパソコンしか利用不可です。 

 管理者として実行が前提になります。 

 音楽が記録されたＣＤ（音声のみで画面は表示されません）をパソコンに挿入すると   

下記画面が自動的に表示されて操作が始まります。 

①音楽選択→②データディスク作成 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ③音楽ＣＤ選択→④音楽読み込み中の画面出ます。 

  

  

  

  

  

  

次頁へ 
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前頁より 

 

 

今年は令和元年の始まりです。新たな出発

点として初心に帰り突き進んで行きたいと

思っています。編集部としても１１月３日

の文化祭に向けて今まで以上に内容の濃い

ものにして行く必要がありますので、会員

の皆様方のご協力を宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＤのソフトでも同じように著作権に違反しないことが前提に

なります。 

VLCMEDIAPLAYER．PDFXCHANGEVIEWER.等のソフトも同様ですので

注意してください。管理者として実行します。 

（髙橋晃 記） 

音楽読み込みが終了→ 開始ボタン設定 

空のＣＤをパソコンに挿入→ 終了 

曲名リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲名リスト 


