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         情報通信技術の転換期と私たちの生活 

私たちが、高齢者・初心者が情報を受け取ったり発信したりするの

をサポートする活動も、今期で８期になりました。団体設立スタートの

時点から見れば、環境がずいぶん多様化してまいりました。 

一時期、パソコンが中心で、基本ソフトがウインドウズＸＰの安定した

期間がありました。しかし、昨今の状況はパソコンのみならず、タブレ

ット、スマートフォンなどの機器に加え、基本ソフト、バージョンが多様

化してまいりました。 

  これらのことにすべて対応する、ことはできませんが、基本ソフト

Windows７・８のパソコンを「安心安全」に使用いただくことを重点に、

その他の機器についても、少しでもサポートできる体制を作って行き

たいと思っています。 

  お困りの時にお手伝いできるだけの、さらなるスキルアップを心掛け

てまいります。お気軽におたずねください。 

                       －理事長 伊藤武幸― 

 

 

 

 

 

 

       理事長  伊藤武幸 

 

 

 

パソコンによるシニアの生きがい作り、応援します！ 

 

ＰＣマスターズ通信 2013-10 月 

第    平成 25 年 10 月号  

 沿 革  

平成 9年～11年 名古屋市高齢者就業センターのパソコン技能講習を受講 

平成 12年 4月 任意団体 ｢ｾﾞﾛﾜﾝＰＣマスターズ｣として発足 

平成 12年度～ 名古屋市高齢者就業センターの開催するパソコン講座のインストラクター活動 

平成 13年度 「名古屋市ＩＴ講習」にインストラクターとして参加 

平成 15年 9月 個人指導中心の教室（現、今池教室）を開設 

平成 17年 4月 NPO法人を設立し、組織的活動を開始 
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４   資格受験対策講座 

2014 年 4月 9日には 

Windows XP および Microsoft Office2003 のサポートが終了します。 

それに備え、今池教室でも、Win8のサポートを開始しました。 

タッチパネル操作にも対応しております。 

Win8は、最初見慣れない画面で驚きますが、操作性は向上しており、

慣れると大変便利です。XP からＷｉｎ ８へ、勇気をもってチャレンジし

てみてはいかがでしょうか。    お手伝いいたします。  (前畑) 

 

ＸＰのサポートが終了します。 
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地下鉄東山線 

『今池』下車 

③番出口上がる 

≪困り事相談≫ 

各種設定など購入後の問題など  
   

開催日  月・水・金曜日 

  受講料  1 時間 1,200 円 

困り事 

サポート 

≪出張サポート≫ 

自分のマシンが持ち込めない、 

グループ学習したいから来てほしい  
・・・など   

開催日 随 時  

受講料  1 時間 1.500 円 

   および 講師の交通費 

出張 

サポート 

シニアのパソコンサポートについてご案内 

平成 25 年 9 月 15日にリニューアルいたしました。 

今後は活動拠点として、さらに充実してまいります。 

Tel&Fax 052-731-9890  Mail: sos@pc-masters.org 

 
 

 

今年度は次の活動も加えてまいります。 

・ミニ講習会 

・新しい情報機器の研修 

・賛助会員を含む会員交流の場 

などを主な目的として運営いたします。 

 

皆様の今池教室としてご利用ください。 

 ※事前にご予約をお願いします。 

≪個人サポート≫  

 一人に 1 名のサポーターが付きます。 

 自分に専任をご希望の方対象です。 

  開催日火・木・土曜日 

  

 ①１０：３０～１２：００  

 ②１３：００～１４：３０  

 ③１５：００～１６：３０ 

 受講料   90 分/1 回 1.800 円 

個人 

サポート 

≪一般サポート≫ 

・全く初心の方 

・分からないことを尋ねたい方     

・スキルアップしたい方、  

 

開催日月・水・金曜日 

午前 2 時間    （10：00～12：00） 

午後 2 時間又は 3 時間（13：00～16：00） 

受講料    1 時間 600 円 

一般 

サポート 
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生涯現役フェア 10 月 26 日開催！！ 

５F 会場 

ロビー：無料パソコン相談コーナーを担当します。 

  ※日頃のパソコンライフでおこまりのことなど、 

ご相談ください。 

５F 会場内では 当団体案内コーナーも開設。 

４F 会場 年賀状つくり講習 を開催します。 

※午前、午後 2回 講習予定(抽選です)。 

お出かけの際にはお立ち寄りください。 

賛助会員と勉強会開催！！ 

お蔭様で、今年度も賛助会員にご入会頂いた方が 

9月末で 90名を超えました。 

内訳は、今池教室で勉強をして頂いている方が約 30名、 

4月以降に勉強会に参加して頂いた方が約 50名、 

昨年度から引き続き賛助会員に入会して頂いた方が約 15名

となっています。 

  改めて皆様のご支援に感謝いたします。 

パソコンの OSは 7から 8へと切り替わりの時期を迎えてお

り、それに加えスマートフォンやタブレットの普及など、私たち

を取り巻く情報環境も変わりつつあります。このような変化に

対応した情報を賛助会員の皆様にご提供できる場を設けて

行きたいと考えております。               （広瀬） 

 

 
 

                                

 

 

入会金 

年会費 

(4/1~翌 3/31） 

正会員  10,000 円 6,000 円 

準会員 なし 3,000 円 

賛助会員 なし 
（団体）10,000 円以上 

（個人） 3,000 円以上 

 

さぽチャレ！に合格して 

SPREAD 情報セキュリティサポーターになろう！！ 

さぽチャレとは、SPREAD 情報セキュリティサポーター能

力検定のことです。試験：4択、50問、50分で受験料 4,000

円（税込）日程や会場などは PCマスターズまでお問合せく

ださい。詳細はHP（URL: http://www.spread-j.org/）にて。 

今年度から、オンラインでの学習や受検ができるように

なりました。また、せきゅチャレとして、１０問のチャレンジが

あります。学習の一助としてご活用ください。   （稲熊） 

会員募集中 

パソコンやってたのしい 
パソコンやって興味がわいた。現

在わたしは８７才になる。今まで

何回となく、シルバー人材センタ

ーが講座を開く、パソコン教室ワ

ード、エクセルとか、何回となく、

その都度申しこみ講習をうけた。

それは数えきれないくらい。だが

今回はちがう。本当にたのしい。

パソコン教室で机を隣同士になっ

たＭさん、私とは親と子、ほどに

違うのに、何か息が合い、私がや

っているボランティア活動のマジ

ックを手伝ってもらっている、現

在です。続行中です。パソコン教

室で賛助会員にすすめられ、今ま

でシルバーのパソコン教室でやれ

なかった、いまひとつというとこ

ろがなんとなくわかるようにな

り、パソコンが面白くなり、私は

水曜日に習っているので、水曜日

がまちどおしいのです。習ったこ

と、ボランティア活動のマジック

の案内などつくり皆にくばると、

今までと違うので、皆の目に留ま

るような感じがし、ファイトがわ

きます。自分がいまひとつがんば

れる気がします。本当によかった

と思います。     高  橋 

 

賛助会員様より 

お手紙をいただきました。 

＝原文のまま=。 

一部、氏名は頭文字のみ

と致しました。 
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平成 25 年度定例会 

4 月定例会    （4/09） 

5 月定例会    （5/14） 

第８期通常総会  （5/29） 

6 月定例会    （6/11） 

7 月定例会    （7/09） 

8 月定例会    （8/13） 

9 月定例会    （9/10） 

10月定例会   （10/15） 

11月定例会   （11/13） 

12月定例会    

平 25/1  月 

25/2 月 

25/3 月 

 

月例:定例会日程（平成 25 年度） 

25年度から新しく高齢者就業支援センターで技能講習とし

て「日商 PC検定文書作成 3級対策講座」が始まりました。今

年度の受験で、PCマスターズ賛助会員の皆様も 3名が合

格されました。 

「もうこの歳で資格なんて」と思われた方もいらっしゃいま

すが、資格取得は何も履歴書に書くだけが目的ではありませ

ん。合格を目指し挑戦することで、パソコンの知識を増やし、

操作をより一層確実なものにしていくことができます。 

資格取得はパソコン上達の一つのステップといえます。PC

マスターズでは日商 PC 検定対策講座及びマイクロソフトの

MOS検定など資格対策講座も今池教室で対応いたします。 

                               (日暮) 

 

 

 

 

資格受験対策講座とスキルアップ 

===◇ ◆ ◇===    ===◇ ◆ ◇=== 

  NPO 法人 PCマスターズ 

 

    〒464-0094  
名古屋市千種区赤坂町 2丁目 71 

 

 Tel／Fax （052）723-2880  

  URL:http://www.pc-masters.org/ 

   Mail: info@pc-masters.org 

===◇ ◆ ◇===     ===◇ ◆ ◇=== 

 
 

===◇◆◇===      ===◇◆◇=== 

 NPO 法人 PCマスターズ  

今池教室 

 〒464-0850 

 名古屋市千種区今池 4-3-17 

 柴田ビル１F 

  Tel&Fax 052-731-9890 

URL:http://www.pc-masters.org/ 

   Mail: sos@pc-masters.org 

===◇◆◇===      ===◇◆◇=== 

 

===◇◆◇===     ===◇◆◇=== 

NPO 法人 PC マスターズ  

上野教室 (毎週金曜日午前) 

 〒464-0082 

 名古屋市千種区上野 1-10-17 

上野コミュニティセンター 

  Tel&Fax 052-723-2880 

URL:http://www.pc-masters.org/ 

   Mail: info@pc-masters.org 

===◇◆◇===     ===◇◆◇=== 

 

 平成 25 年度勉強会開催 
 

 

勉強会第 1グループ 

 

 

勉強会第 2グループ 

 

勉強会第 3グループ 

勉強会第 4グループ,  

 


