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最近「ICT」という言葉をよく見る。「Information and Communication 

Technology」の略で日本語に直すと「情報通信技術」。「IT」(情報技術)

から「ICT」へ Communication の言葉を入れることによって情報を受ける

だけでなく双方向のコミュニケーションを可能にすることの重要性をより

強調した言葉と思います。 

双方向のコミュニケーションといえばスマホが代表的ですね。パソコ

ンとは違ってスマホは常時持ち歩きができ、通話やインターネットはもち

ろん LINE やツイッター、フェイスブックなどいろいろな方法でいつも他と

のコミュニケーションがとれることでこれだけ需要が伸びたのでしょう

ね。しかし、「ついていけないなぁ」というのが本音のスマホに乗り換える

気のないパソコン大好きオジさんが、ここにいます        （Hgr） 

 

 

 

 

 

 秋が訪れ、朝夕がいきなり涼しくなりました。みなさまご健勝のことと 

お慶び申し上げます。いつも PCマスターズ通信をご覧いただきありが

とうございます。 

 私たちの団体は主として高齢者の方々を対象として、Windows を基

本ソフトとしたパソコンの講座の受託、サポート活動を行い、法人とし

て今年で 10年目になりました。今日、私たちのお会いする方々の IT

情報の機器環境は、パソコン、タブレット、スマートフォンなどがあり、

基本ソフトも Windows・Android などに多様化しております。この様な中

で今年度もお会いできる方々に、安心安全に IT情報（ICT情報）の活

用により充実した生活をエンジョイ頂けるよう努めてまいります。 

また、私たちの活動にご関心がございましたら一緒に活動して頂け

たら大変うれしく思います。 ご参加をお待ちいたします。 

―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！ 
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第    平成 26 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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今池教室では、個別・一般・困りごと・出張と

４種類のサポートを行っています。今まで

は、個別と一般サポートが圧倒的に多く、困

り事と出張は極端に少ない状況です。 

 

 

 

出張サポートは通常短期（数日）のサポート

が主体です。その延長線上と思っていたら、

今回は様子が異なり、3か月目の終わり頃、

「今度はいつかね？」と聞かれたので、手帳

を見ながら考え込んでいたら、「長期戦で頼

むから無理をしないように」との発言。 

これを聞いて、腹を据えてのサポートは必

至。学生時代の中学 3年生の家庭教師を思

い出しました。高校受験の合格を目指して

必死になった時と同じ心境で、この訪問サポ

ートでは Word で格好の良い資料・案内・は

がきが作れるようにサポート出来たらと思っ

ています。              （Hos） 

 

 

 

≪困り事相談≫ 

開催日  月・水・金曜日 

受講料  1 時間 1,200 円 

≪個人サポート≫  

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≫ 

開催日月・水・金曜日 

午前 2 時間     

午後 2 時間又は 3 時間 

受講料    1 時間 600 円 

一般 

サポート 

≪出張サポート≫ 

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 

困り事 

サポート 

ただ今 出張しています！ 

シニアのパソコンサポート 

 
Mail: sos@pc-masters.org 

 
 

 

今池教室「個人サポート」では、 

マンツーマンでテキストや課題に即して、継続的な学習を進めております。 

 「一般サポート」では、さらなるスキルアップを目指す方の、課題ごとの学習を進めております。

同じ課題を持つ方々のグループ学習なども、励みになるかと思います。また、1 回で終了する困

り事サポートも、複数回にわたる継続的なサポートなどにも、ともに柔軟に対応いたします。 

まず、お電話でのご予約を頂きます。 

その時、希望の日時と学習の内容をお伝えください。 

 できるだけ迅速な対応を心がけておりますが、講師の手配・調整などで、多少お時間をいただ

く場合もあります。  まずはお電話ください。 
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生涯現役フェア 10 月 25 日(土)開催！！ 

５F 会場 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困りのことなど、ご相談ください。 

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！！ 

PCマスターズには今池のパソコン教室や名古屋市高齢者就業

支援センターの講座受講生の方を主として、賛助会員の方が 100

名以上いらっしゃいます。 

賛助会員の方には年度ごとに会費を納めて頂いていますが、今

池教室に通っていただいている方など、昨年度から続けて賛助会

員としてご協力を頂いている方が 3割ほどで、約 7割が今年度に

新規に賛助会員になっていただいた方です。 

Windows8 やタブレット、さらにスマートフォンと新しいシステムの

登場に合わせて、初めてデジタル端末に触れられる方もあれば、

XP、７、8 と永くパソコンを使ってこられた方もあります。 

シニア層を取り巻く IT環境が変化するとともに、賛助会員の方

が PCマスターズに期待される知識、情報の内容も幅広くなってき

ています。単にパソコンの使い方だけではなく、セキュリテイーの

考え方や、個人情報の取り扱い、肖像権や著作権にかかわる問

題など、様々な情報を賛助会員の皆様にお知らせする機会を持っ

ていきたいと考えています。                  （Hir) 

 

 

                                

 

 

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 

活動のお誘い  賛助会員から正会員へ 

          『私たちと一緒に、活動しませんか！！』 

◆パソコンが日常生活に活用されるようになった今日、高齢者

の間でも、パソコンを使いたいという要望が高まっています。  
◆私達は、これらの要望に応える為の活動を行っています。 

◆一人でも多くの高齢者、パソコンを使ってみたいと考える人々

にパソコン 活用の方法を習得してもらい、そしてパソコンを使う

ことの楽しさ、便利さを伝えていきましょう！    

会員募集中 

知らないわ,と思われたあなた、 

Ｕｐｄａｔｅは非常に重要ですよ！ 

Ｕｐｄａｔｅとはソフトウェアの不具合

や欠陥、セキュリティの問題点を

補うものでパソコンを安心して使う

ためには必要不可欠です。（想像
以上にソフトの耐久期間は短い） 

プログラムＵｐｄａｔｅの種類を分類

すると  

①オペレーション 

（Ｗｉｎｄｏｗｓ・Ｍａｃ等） 

②アプリケーション（Ｏｆｆｉｃｅ等） 

③セキュリティ・ソフトがあります。 

 

ではどうすれば？ 

①オペレーションは Windows Ｕｐ

Ｄａｔｅの自動更新がお薦め 

②アプリケーションは更新案内が

あった時 

≪Ｊａｖａアプリ、Ｆｌａｓｈ Ｐｌａｙｅｒ，

ブラウザ（インターネット・エクスプ

ローラーなど）≫ 

③セキュリティ等は最新化に注意

が必要です。       （Oka) 

あれこれ、プログラムの 

Ｕｐｄａｔｅ（更新）していますか？ 
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平成 26 年度定例会 

4 月定例会     （4/13） 

5 月定例会     （5/13） 

第 9 期通常総会  （5/27） 

6 月定例会     （6/10） 

7 月定例会     （7/08） 

8 月定例会     （8/12） 

9 月定例会     （9/09） 

10月定例会    （10/14） 

11月定例会    （11/11） 

12月定例会     

平 27/1 月 

27/2 月 

27/3 月 

今年度から Word と Excelの上位レベルの講座が設けられま

した。私たち PCマスターズ会員も Word や Excelを勉強し直す

ため毎週 OA研修室で研修を行っています。 

Word や Excelのバージョンも３～４年おきにアップされ、以前

の知識ではついて行けないこともあり勉強せざるを得ません。

勉強も一人でやるのと仲間と一緒に勉強するのでは幅の広さ

が違います。パソコン操作は一つの方法だけではありません。

研修することによって自分が知らない新発見をすることも多々

あります。 

ぜひ皆さんも PCマスターズの会員になって、研修や講座の

スタッフとしてご一緒できたらと願っています。 

今年度も日商 PC 検定対策講座が設けられました。今年度

は昨年に引き続き Word の「文書作成３級」と新規に Excelの

「データ活用３級」が行われます。ぜひご参加ください。 （Hgｒ）        

新規講座と会員研修 

月例:定例会日程 （平成 26 年度） 

===◇ ◆ ◇===    ===◇ ◆ ◇=== 

  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 
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 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 
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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 

 (連絡先) Tel&Fax 052-723-2880 

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

   Mail: info@pc-masters.org 

===◇◆◇===     ===◇◆◇=== 

 

 平成 26 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,  

 


