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三寒四温を感じながら春 4月から私たちの活動も 11年目になってま

いりました。活動の場を頂く高齢者支援センター様、支援を頂く賛助

会員様には大変感謝しております。 

  さて、パソコン・タブレット・スマートフォンなど私たちのすぐ傍の情報関

係の進展（進化）は目を見張るものがあります。そしてテレビ、新聞、

日常会話においても対応を余儀なくされています。 

  私たちが主として関係するパソコンに於いては、4月から高齢者就業

支援センターの環境が Windows8.1Update の採用となりました。 

 一方、今年の夏 Windows 10の基本ソフト（OS）の発売がマイクロソフト

から発表されます。そして、現在、使用されている Windows8.1や

Windows７の OS との関係もいろいろな対応があるようです。 

  私たち会員はこれらの環境の研修に努め、みなさんのお手伝いをさ

せて頂きたいと思います。 新年度もよろしくお願い致します。 

理事長 伊藤武幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ＰＣマスターズ通信 2015-3月 

第    平成 27 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 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 「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 

 

 

携帯サイト 

 
 

 

 

ｅメール 

 

：発行： 
NPO 法人 PCマスターズ 
〒464ー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  

 IT業界の技術革新は「日進月歩」という言葉では表せないぐらい早

い。パソコンもスマホやタブレットのように、タッチ操作ができるパソコン

へと激しく動いています。 

センターのパソコンが、4月からタッチ操作ができる新しい Windows8.1

パソコンに変わります。マウス操作が苦手な人も、タッチ操作で楽にパ

ソコンを動かすことができるそうです。画面も少し大きく見やすくなると

思います。早く触りたい、ワクワクする気持ちです。 

Word や Excel も 2010バージョンから 2013バージョンに変わります

が、Windows画面ほどの変化はないようです。しかしいくつかの変更は

ありますので学習が必要となってきます。我々シニアにとっては、老け

る暇などないほど「秒進分歩」とも言われるパソコン世界です。（日：Hi） 

 新しい PC 環境で学習！Windows 8.1 

 平成 27 年度に向けて 
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 ２６年度もお役立ち講座 

合格しました！のうれしいご報告もいただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日商 PC検定へのお誘い！ 

昨年度の「文書作成」分野に「データ活用」分野の

講座を加え、今年度は、検定対策として２講座実施さ

れました。Excelを使っての、新分野の学習は、かなり

歯ごたえもあり、熱を帯びた講座となりました。 

データベースを元にした、表やグラフの作成は、制

限時間内での確実な操作に、緊張を強いられます。

受講者の方々は、基礎的な学習から、実践的な学習

に向かうにつれ、次第に意気込みも増し、熱心に取り

組まれました。その結果、検定対策の学習とともに、

Excelの技量を高める講座になったのでは 

ないかと思います。              （前：Ma) 

2015年 インストラクター養成講座を開催します！！ 

パソコンスキルをさらに磨いて、一緒に活動しませんか？ 

新講座では新しい Windows8.1,タッチパネルマシンを使用。 

この機会に、スキルアップへのはじめの一歩としてください。 

 日 程：平成 27年 5月 14日（木）～6月 9日（木） 

 会 場：名古屋市高齢者就業支援センター OA研修室 

 定 員： 20名（Word,Excelの基礎を習得されている方） 

 対 象： 募集要項をご覧ください 

 申 込：名古屋市高齢者就業支援センター 

          
今池教室の近く、 

桜が開き始めました 

活動のお誘い 

私たちと一緒に,活動しませんか？ 

◆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。 

◆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、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！ 

養成講座案内 URL 
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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  27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          （広：Hir） 

 

会員募集中 
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(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  27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          （広：Hir） 

会員募集中 

今池教室の 26年度実績（2月末迄）は、延べの

サポート時間が 1108時間で、人数が 278人でした。 

個別サポートでは、もう何年も継続されている方

がみえます。また、突然の困りごと相談では、どうし

てもうまくいかなかった印刷ができるようになり、喜ん

でいただけたこともありました。また、一般サポートの

受講者数が個別サポートに並ぶまでになりました。 
 

PCマスターズの賛助会員の皆様は日ごろから今池教室や上野のコミュニティ

センターで熱心にパソコンの勉強に励んでいらっしゃいます。また、御器所の高齢

者修行支援センターで行われたパソコン関連の講習会を受講された方々を対象

として行った勉強会も、今年度は 6回実施することができました。お陰様で、26年

度も 100人を超える賛助会員の方と共に PCマスターズの活動を行うことができ

ました。 

26年度はパソコン/Windowsの世界では XPから Windows8の乗り換えが進

み、スマートフォンが高齢者の間にも浸透しました。今後も ITの環境は日々変化

してゆくと考えられます。PCマスターズとしても、新しい環境に対応し、賛助会員

の皆様のご要望に応え、疑問を解決していけるよう、技術や体制を強化して行き

たいと考えております。 

27年度も賛助会員の皆様のご支援をお願いしたします。 （広：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 

交通：地下鉄今池駅３番出口上がる 

パソコンばかりでなく、人生経験の豊かな 先生に「希望ある心にいつも輝

きあり」 ほっとする心暖まる言葉を、いただきながら、一緒に学んでいます。 

こんな小生ですが これからも一つよろしくお願いいたします。     関   巌 

出張サポート生徒様より 
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 会員募集中！ 

平成 26 年度定例会 

4 月定例会    （4/09） 

5 月定例会    （5/14） 

第 9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） 

27/1月定例会  （ 1/07） 

27/2月定例会  （ 2/04） 

27/3月定例会  ( 3/10) 

27/4月定例会  ( 4/14) 

27/5月定例会  ( 5/19) 

 月例:定例会日程（平成 26-27 年）

年）） 

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 

●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 052-731-9890 

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,  

 

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 

 
勉強会第 6グループ 

 

26 年度研修活動報告 

この 1年間、原則として、毎週火曜日

の午後、OA研修室にて会員研修を行

ってきました。 

平成 26年度は Word 応用講座、Excel

応用講座、日商 PC検定データ活用講

座が新しく設けられました。（日商 PC検

定文書作成は 25年度から継続）。 

4月～6月 Word 応用研修を 7回 

7月～8月日商 PC検定研修 6回 

9月～11月 Excel応用研修 6回 

12月～2月 Office2013 の研修を 8回 

毎週火曜日の午後は何らかの研修

を行っており、会員相互の定着した研修

となっています。         （日：Hi） 

情報セキュリティサポーターの皆様 

サポーターの認定は期限があります。

オンラインで更新手続きができます。  

3月は認定証更新の時期でした。サポ

ーターとして活動したい方々にもご案内

しています。 

研修、学習の一環としてオンライン受験

もありますのでチャレンジしてください。

詳細は SPREAD まで お問合せ下さい 


