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 本年も関係機関・賛助会員各位のご協力により充実した活動が出

来、有難うございました。会員一同大変喜んでおります。 

活動の概要は、名古屋市高齢者就業支援センター等が開催される

高齢者対象のパソコン講座を１９講座受託致しました。特記事項とし

ては再就職にも役立つ「日商ＰＣ検定試験対策講座」に取り組み、合

格者を出すことができました。 

一方、講座受託のサポート活動に必要なスキルの研修を行い、教育

団体によるインストラクションチェックを実施しインストラクターとして

の質の向上を図りました。 

 自主活動においては、千種区今池の活動拠点においてマンツーマ

ンサポートに加え、会員の常駐体制、拠点のレイアウト変更、一般の

サポート、困りごと相談、出張サポートなど充実を図りました。 

セキュリティサポート関係の活動は、セキュリティ対策協議会との共

催で、「セキュリティセミナー」「セキュリティサポーター育成講座」を開

催し、大変好評でした。 

 次年度からの課題としては、情報機器、アプリの多様化に対処でき

るサポーターになることと思っています。    （理事長 伊藤武幸） 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       理事長  伊藤武幸 

 

ＰＣマスターズ通信 2014-3月 

第    平成 26 年 3 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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Windows XPのサポート終了が目前に迫る中、Windows ８.1の新規

ユーザが増えてきております。現在、今池教室では、既に 2割～3割

の方が Windows ８.1にチャレンジ中です。Windows ８.1は、タッチ操

作や、アプリという考え方など、今までのWindowsとは若干、趣が異な

っております。しかし、これからのパソコンの向う方向性を指し示して

おります。Windows 8.1導入に際し、変更点を中心としたサポートによ

り、比較的抵抗感の少ない移行が可能です。 

私どもが、お手伝いさせていただきます。       （今池：Mae） 

 

Windows 8.1 のサポートも増加中！ 

平成２５年度 活動報告 
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春は「はじめる」季節！ ２６年度もお役立ち講座 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日商 PC検定へのお誘い！ 
 ワードやエクセル使えていますか？ 

 あまり使う機会がないよという方はぜひ「日商 PC検定」へ

のチャレンジを考えてみましょう。年齢制限はありません。パ

ソコン知識もパソコン操作も勉強できます。 

脳トレのつもりで楽しんでみましょう。 

 昨年は賛助会員さんから 3名の方が合格されました。PCマ

スターズでは資格対策講座として日本商工会議所が行う「日

商PC検定」やマイクロソフトが行う「MOS検定」などの対策講

座も行っております。 

挑戦してみませんか？  （Hig）   
 

情報セキュリティ・サポーター育成講座が“SPREAD”

共催にて 2月 27日名古屋市高齢者就業支援センタ

ーにて多数の参加者迎え開催されました。 

（出席者：３５/３９） 

小屋講師の裏話をまじえての説明を楽しく拝聴でき、

セキュリティの大切さを痛感させられた一日でした。 

 

情報セキュリティ講座が“SPREAD ”共催にて 2月 26

日愛知県産業労働センターにて盛況のうちに開催さ

れました。（出席者：２７/３０） 

辻講師のパスワードについての解り易く楽しいお話、

パスワード保管法についてのグループ・ディスカッショ

ンもあり和気あいあいの雰囲気で終了いたしました。 

 

皆様も情報セキュリティ・サポーター資格を得たいと思いませんか？ 

オンライン受験であり 

受験申込期間：     ～4月 18日 

受験検定期間：5月 16日～5月 23日 

詳細は SPREAD“http://www.spread-j.org/ 

“さぽチャレ！情報セキュリティサポーターチャレンジ ”を確認願います 

合格されましたら、 

“ＰＣマスターズ”迄 ご連絡の程お願い申し上げます。    （Oka） 

 

 

日商 PC検定とは…（www.kentei.ne.jp/pc/） 
日商 PC | 商工会議所の検定試験 

ワープロソフトの取扱い力を問う「文書作成」、 

表計算ソフトを用いた分析力を問う「データ活用」、プレ

ゼンソフトを活用した資料作成力を問う「プレゼン資料

作成」の３分野。就業にも役立つ実践力の指標。 

平成２５年度は 

技能講習 就業準備対策講座を受託。ビジネスに

結びつく技能検定として取り組みました。 

平成２６年度は 

日商 PC検定、MOS検定など、スキルアップにチャ

レンジの場としてご参加下さい 
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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 

 

●賛助会員の皆様へ  26年度賛助会費のお願い 
日頃は PCマスターズの活動にご賛同、ご支援をいただき、

有難うございます。 

PCマスターズの活動は皆様が納入いただいた賛助会費によ

り支えられています。 

4月 1日から始まる新年度も皆様からのご支援をお願いいた

します。今池教室および上野をご利用時に現金で、または郵便

局からの払込で、年会費 3,000円以上をお願いいたします。 

 別途、ご案内を予定しております            （Hir） 

会員募集中 

 

 

 

上野コミュニティセンターの会議室を会場に、 

５周年目となりました。インターネットも学習 

できる環境を整えて、楽しく学習できます。 

平成２５年度 今池・上野報告 

 御器所での名古屋市高齢者就業支援センターにおけるパソコン講座に参加さ

れた方を対象として、「勉強会」を行っております。今年度は 5 回、延べ 55 名の方

が参加してくださいました。定員 20名に対して 17名の方に申し込みいただいた回

もありました。 

 新しくパソコンを購入される方の殆どがWindows8になってきていますが、一方で

は XP をお使いの方もまだ多く、「講座」という形では個々の細かいご要望に応え

ることが難しくなってきております。我々PC マスターズとしては、講座を受講され

た方に、それぞれの興味や必要に直結した項目をさらに深く学習する「勉強会」を

実施し、また継続して学習をご希望される方には今池教室を設けております。 

 今年度は賛助会員として勉強会や今池教室に参加していただいた方が合計

114 名となりました。なかには勉強会に複数回参加して下さった方もあり、感謝し

ております。                                     （Hir） 

賛助会員と勉強会開催！！ 

開催日火・木・土曜日 

マンツーマンで個人指導 

開催日月・水・金曜日 

希望日を予約して利用 

開催日月・水・金曜日 

個別にサポートします 

開催日 随 時 
気軽にご相談ください 

開催日 金曜日 9：45～11：45 

交通：市バス清明山下車 １分 交通：地下鉄今池駅３番出口上がる 

PCマスターズの各教室では、自分のマシンでレッスンが受けられます。 

持ち運びできない場合にはご相談ください。また地域で数人が集まれば、コミセンや集会所でも 

レッスンが続けられます。 地域でお困りの方や仲間づくりもお手伝いいたします。 
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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   （12/10） 

26/1月定例会  （ 1/07） 

26/2月定例会  （ 2/04） 

26/3月定例会  ( 3/11) 

 

月例:定例会日程（平成 25 年度） 

私たちの NPO 団体に入会し、パソコンインストラクターとして

活動していただくことを目的とした講師の募集です。 

●NPO の概略について 

●インストラクションのポイント・テクニック・マナーについて 

●実技体験など 

今後の活動の基礎となる学習積んでいただきます。 

MS Office Word Excelの基礎を習得されている方を対象とし

ています。 

◆申込みおよび問合せは下記まで。 

メールにてご連絡ください。  Mail:  info@pc-masters.org 

 

会員募集中！ 

===◇ ◆ ◇===    ===◇ ◆ ◇=== 

  NPO 法人 PCマスターズ 

 

〒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: 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,  

 
勉強会第 5グループ 

情報セキュリティセミナー・講座 

研修：富士通トークチェック 

 

 

平成 25年度に、主たる事務所を今池に移しました。 

住所、連絡先などご記憶の場合は修正をお願いします。 

 


