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※6 月に 27 年度インストラクター養成講座を終了した新しい仲間が、10 月

から正会員となり、より良いサポートを目指してスキルアップ研修に励んで

います。 

※就業支援センターＯＡ研修室の機器が 4月に更新されました。OSは現在

Win8.1Update で、Office も 2010 から 2013 に変更です。モニターはタッチパ

ネルになりました。 

※今年度の就業支援センター技能講習は「ＩＣＴプロフィッシエンシー検定試

験（Ｐ検）」対策講座に変わりました。 

※Windows が 8.1 から 10 に移行しています。矢継ぎ早の変更は、いろいろ

な面で影響を受けますが、ＰＣ操作はシニアの社会生活で大きな力になって

くれるはずです。 マシンやアプリが多様化されても対応できるよう我々が 

お手伝いします。                                (Ina) 

 

 

  

 私たち PCマスターズは、日頃お会いする方々が、情報を得たり、発信さ

れるに当たり、皆様が日常不便なくパソコンを駆使できるよう、お手伝いに

知恵を絞っています。 

パソコン・スマホ・タブレットなどの機器の進化、Windowsのバージョン７・

8.1・10などの基本ソフトの多様化、Officeに代表されるワードなどの応用ソ

フトのバージョンの違い、ウエブページにおいては Windows１０に新しい「エ

ッジ」というソフトがインターネットに加わり、メールソフトも個人により、いろ

いろあります。このようにデジタルの環境は複雑になってきています。 

 また、セキュリティについても被害にあわないよう、日夜注意を払っていな

ければなりません。 

この様な状況を認識しながら、パソコンをお使いになる方が、安心安全に

操作できるようサポートを心掛けてまいりたく思っております。     

理事長 伊藤武幸 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       理事長  伊藤武幸 

 

 

 

デジタルの革新に日々対応を迫られています！ 
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月 

第    平成 27 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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PCマスターズに新会員参入 新環境の機器で学習！ 

http://www.pc-masters.org/
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何をすればいいの？ 
 

いずれは Win10にアップグレードせざるを得な

いでしょうが、まずは、様子見が無難でしょうか。 
 

Win10の大きな特徴    パソコン・タブレット・

スマートフォンなどの複数のデバイスで、共通の

アプリを使い、OneDriveで同期させるという便利

な使い方があります。 
 

無償アップグレードの期間   Win10 登場から

1年間、更新ができます。新しい物が好きな方

は、つい手が出てしまいますが、そこまでは必要

ないという方は、そんなにアップを急ぐこともない

ようです。 

また、来年の年明けに大型アップデートがあり、

その後は、比較的落ち着くという情報もありま

す。その頃に、ゆっくりアップグレードしてもよい

のではないでしょうか。 
 

アップグレードの方法  「Windows10入手アプ

リ」から予約する方法と、USBや DVDを使って

インストールメディアを作成する方法がありま

す。詳細はおたずね下さい。（Mae） 

 

シニアのパソコンサポート 

 
 

 
 

 

Windows 10 が登場しました 
 

Windows10 へのアップグレード（大更新） 開始

から１か月が経ちました。さて、皆様はどのように

対応されているでしょうか。 
 

Win10 とは何か？  今回が、長らくバージョンを

重ねた最後の Windows となるようです。今後は、

無償でアップデート（小更新）が行われ、ずっと使

い続けられるようです。これは大変ありがたいこ

とですね。 

Ｗｉｎ10の使い勝手 Win7 と Win8.1の折衷（良

いとこ取り）のような感じで、操作の上で特段の

困難はなく、ただ時間をかけて、使い慣れること

が必要なようです。 

いくつかの改善点や新機能がありますが、使用

上の必要に応じて、順次身に着けていけばよい

かと思います。 
 

新機能の一例    インターネットの閲覧には、

従来の IE とともに、新たに Edge(エッジ)が併用さ

れています。その Edgeには、Webサイトに書き

込みをし、他の人と共有する機能などが付け加

えられました。 

 

皆さんは日々のパソコン活用にあたり、不明な点を、ご自分

で調べ、ひとに聞き、解決しておられることと思います。 

しかし、なかなか理解が進まず困ることもあるかと思います。 

そんな時、私共が少しお手伝いさせていただきます。 

気軽にお電話ください。今池教室のサポートには、個別サポ

ート（火木土）と一般サポート（月水金）があります。個別はマ

ンツーマン指導で講師をご指名いただけます。一般は２～３名

のグループサポートとなります。 

お申し込みの際には、サポート種別（一般・個別）とご希望の

サポート内容をお伝えください。後日、担当者からサポート日

時等の連絡を入れさせていただきます。         (Mae) 

それでは、お待ちいたしております。 
 

≪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≫  

 ①１０：３０～１２：００  

 ②１３：００～１４：３０  

 ③１５：００～１６：３０ 

受講料   90 分/1 回 1.800

円円 
≪一般サポート≫ 

午前 2 時間     

午後 2 時間又は 3 時間 

受講料    1 時間 600 円 

≪出張サポート≫ 

受講料  1 時間 1.500 円 

   および 講師の交通費 

はじめは

予約から 

http://www.pc-masters.org/
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５ F  大会議室  （10：00～16：00） 

☆ 団体紹介コーナー 

☆ パソコン相談コーナー 

日頃のパソコンライフでの基本的な疑問、困りごとなどを 

ご相談ください。 

 

    ４ F  OA研修室   

「年賀状づくり」講習を午前（10：30～11：50） 

午後（14：30～15：50）開催します。 

定員：各回２０名（希望者多数の場合は抽選） 

お出かけの際にはお立ち寄りください。 
 

 PCマスターズでは名古屋市高齢者就業支援センターで行われるパソコン関連講座を受講された方へ

向けた勉強会を行っています。講座だけではよく理解できなかったところの復習をされる方、講座を超え

てさらに進んだ内容に挑戦される方など、ご自身の関心により様々な事を学ばれています。今年度はこ

れまで 4回の勉強会を実施し、合計 30名の方にご参加いただきました。今年度後半に予定されている

講座でも、それぞれの終了後に勉強会を開催してゆく予定です。 

 3回の勉強会ではまだ不足と感じられるかたは、今池で開いているパソコン教室で学習を続けてみて

はどうでしょうか？勉強会に参加された方からは賛助会員の年会費を頂いていますので、同一年度中で

あれば、受講料のみで今池のパソコン教室で勉強をする事ができます。 

 一人、自宅でパソコンに向かっていると、やりたいことはあるがやり方が分からないという事がしばしば

起こります。そんな時にはパソコン教室で講師の話から解決策が見つかるかもしれません。 

 賛助会員になって、パソコンを活用できる環境を私達と一緒に作っていきましょう。    （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 

生涯現役フェアしるばぁライフ 2015  

 総務省によれば紙調査に先行し

たインターネット回答は以下の通り 

回答率 36.9％（前回世帯数から算出） 

うちスマホ回答は 12.8％ 

 PC やスマホ、タブレット利用など、

インターネット利用が広がっていま

す。 安全・安心に配慮しながらオ

ンライン操作を利用したいですね。 
 

一緒にタブレットに 

    チャレンジしませんか？ 
 タブレットレッスンも計画中です。 

インターネットで国勢調査実施 

10 月 31 日(土)開催！！ 

賛助会員と 勉強会開催！！ 

http://www.pc-masters.org/
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平成 27 年度定例会 

4 月定例会     （ 4/13） 

5 月定例会     （ 5/19） 

第 10期通常総会  （ 5/28） 

6 月定例会     （ 6/ 9） 

7 月定例会     （ 7/14） 

8 月定例会     （ 8/11） 

9 月定例会     （ 9/08） 

10月定例会     （10/06） 

11月定例会     （11/10） 

12月定例会     （12/ 8） 

平 28/1 月 

2８/2 月 

28/3 月 

5月に行われた初級パソコンインストラ

クター養成講座には計 13名が受講し

ました。 

 

パソコンスキルの上達めざして！ 
地下鉄に乗ると、若い人達はスマートフォン（スマホ）が手放せない存在であることが 

よくわかります。しかし使い方としてはインターネットやメールなどコミュニケーション手段 

として、あるいはゲームを楽しむことなどが主で、パソコンでワードやエクセルを使えるの 

かなと疑問を感じてしまいます。 

ワードやエクセルはスマホのような楽しみはありませんし、使えるようになるためには 

少し努力が必要です。そのためには何か目標があった方が努力しやすいですね。 

名古屋市高齢者就業支援センターでは技能講習として 11月に「P検 3級対策講座」が 

予定されています。「P検 3級」とはコンピューターの基本的知識やワード、エクセルの 

基礎的な操作を習得しているかどうかをみる技能資格です。 

検定試験などは若い人が受けるもので自分とは関係ないと感じられるかもしれませんが、パソコン 

学習の目標としてこの P検を利用されると、就業準備はもちろん、生涯学習としてもパソコンに対して 

面白味とやりがいがでてくると思います。 

また、ワードやエクセルの基礎を学習された方はもう一度復習と、どこまで覚えているか確認の意味 

でもぜひチャレンジなさってください。 PCマスターズとしても一生懸命応援させていただきます。（Hig） 

月例:定例会日程 （平成 27 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 

===◇ ◆ ◇===     ===◇ ◆ ◇=== 

 

===◇◆◇===     ===◇◆◇=== 

 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 

 (連絡先) Tel&Fax 052-731-9890 

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

   Mail: info@pc-masters.org 

===◇◆◇===     ===◇◆◇=== 

 

 平成 27 年度勉強会開催 
 

インストラクター養成講座 

 

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 

 

 

 

2015
4 

6月からは Windows8.1パソコン入

門、エクセル 2013、ワード 2013、と講

師としての技術の勉強を行いました。 

これから高齢者就業支援センターの

講習や今池教室、上野教室でインスト

ラクターとして活動しますのでその場

所でお会いしましょう。 

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

