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最近あるビジネスニュースに「パソコンを使えない学生が急増」とありま

した。その内容はメールや調べ物はスマホで用が足せるのでパソコン

の必要性を感じないという学生が増えているそうです。 

しかし文書や表の作成はパソコンでなければというところがあります。

社会人になって困らなければ、と思います。 

ワードやエクセルはすぐ身につくものではありません。相当な時間を費

やす必要があります。センター講座や今池、自由が丘、八事のパソコン

教室でワードやエクセルを通してパソコンを身近に感じていただきたい

と思います。                      (Hig) 

 第 12期総会におきまして理事長に選任されました藤津雅由でござい

ます。 従来からのシニアを対象としたパソコン教育や就業支援を更に

充実する所存です。これまでと変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます 

 日頃より特定非営利法人 PCマスターズの活動にご理解、ご協力い

ただき、誠にありがとうございます。 

 パソコンの OSは昨年 7月の Windwos10の提供開始から 1年以上

が経過しました。今では Windows10アニバーサリーアップデートが提供

されて、新しい機能が追加されています。また Office も 2013から新し

い機能を追加した 2016が提供されています。 またタブレットやスマー

トフォンといった情報機器が世代を超えて急速に浸透しています。 

 私たちは最新の情報、機能とその使い方をシニアの皆様に解りやすく

お届けいたします。                

                              理事長 藤津雅由 
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最新の情報、機能や使い方を解りやすくお届けします 

 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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ワードやエクセルでパソコンを身近に 
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そこで、確認ですが、あなたのパソコンは、 

① ファイアウォールが有効ですか。 

② Windows Updateは自動で更新ですか。 

③ ウィルス対策ソフトは機能していますか。  

以前のウィルスといえば、パソコンの調子を悪くする

愉快犯的なものが主でしたが、最近は、大切な情報

やパスワードを盗み出し、金銭をだまし取ったり、他

への攻撃の踏み台にしたりします。これらを防ぐため

上記の①②③は必須です。 

①ファイアウォールでコンピュータを保護し、 

②Windows Updateで更新プログラムを最新の状

態に保ち、さらに、 

④ ウィルス対策ソフトで不審な動きを監視します。 

ウィルス対策ソフトの多くは有料ですが、最低限の対

策としてマイクロソフト社の無料の Windows Defender

（Win7の場合は Security Essentialsをダウンロード）

でも良いかと思います。 

 以上の点を確認し、Win7や 8.1で、引き続き安全な

パソコンライフを送りましょう。 

わかりにくい点や不安がありましたら、 

遠慮なくご相談ください。  (Mae) 

  

 

 

 

 

 
Windows10への無償アップグレード期間が終了

しました。 

主流は、新しい Windows10への流れですが、

今回は、アップグレードされず、従来の Win7や

8.1を引き続きご使用される方の、セキュリティに

関する不安に応えさせていただきます。 

 Win7は 2020年 1月 14日まで、Win8.1は

2023年 1月 10日（本サポートは 2018年 1月 9

日終了）までサポートが延長されます。 

この場合のサポートとは、セキュリティ更新プロ

グラムの配布と、有償サポートのことです。 

シニアのパソコンサポート 

 
 

 

≪個人サポート≫  
 

受講料   90分/1回 1.800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 

≪困り事相談≫ 

開催日  月・水・金曜日 

受講料  1 時間 1,200 円 

≪地域サポート≫ 

開催日     毎週水曜日 

開催日     毎週木曜日 

天白区元八事 3-23にて 
 

地域サポート 連絡先 

 

今池教室を開設してから、毎年多くの方々にパソコンの活

用についてサポートを続けております。  

具体的には、 

・デジカメ写真のパソコンへの取込み、修正・活用 

・Wordを使っての同窓会の案内状・町内会の催し案内のチラシ 

・年賀状の作成、 

・Excelの基本操作、計算式の設定、表から関数・グラフなどの作

成、家計簿の作成・・・・・・・・・・等々楽しく学ぶことが出来ます。 

パソコンの活用でお困りの方は、お気軽にお電話を下さい。 

それでは、お待ちしております。 

＊サポート案内は左記のとおりとなっています。  （Tay) 

地域サポートは 2つの会場で開催中です。 

お近くの教室での相談、学習をご予約下さい。 

PCマスターズ地域サポート メール jiyu@pc-masters.org 

 

 

mailto:jiyu@pc-masters.org
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〈ＰＣマスターズ担当企画〉 

４階 ＯＡ研修室 

☆パソコン体験教室「年賀状づくり」 

①午前１０時３０分 ②午後２時３０分 

各定員２０名（希望者多数の場合は抽選） 

５階 大会議室 

☆団体紹介コーナー 

☆パソコン相談コーナー 

日ごろのパソコンライフでの 

疑問、困りごとなどをご相談ください。 

 

                                
活動のお願い・賛助から会員へ 

      『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 

 

 

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 

恒例の 

「生涯現役のつどい～しるばぁライフ２０１６」が、

１０月２２日（土）午前１０時から午後４時 
名古屋市高齢者就業支援センター 

（昭和区御器所通 3-12-1）で開催されます。 

体験教室やクイズラリーなど 

楽 しいイベントがいっぱい。 

もちろんＰＣマスターズも参加します。 

ぜひ、お出かけください。  

 ＰＣマスターズでは、名古屋市高齢者就業支援センターのパソコン講座

を受講された皆様を対象に、勉強会を開催しています。 

勉強会では、講師のマンツーマンのサポートにより、講座の復習や  

ご自分のパソコンを使っての操作をはじめ、さらに進んだ内容に挑戦され

るなど、パソコンの楽しさを実感されています。 

今年度は、これまで５回の勉強会を開催し、合計２４名の方に参加をいた

だきました。今年度後半も、各講座の終了後に開催予定です。 

また、勉強会を機に、パソコンのスキルアップや検定の取得などを目指さ

れる方には、ＰＣマスターズ今池教室での学習をお勧めしています。 

勉強会に参加されるには、賛助会員として年会費を頂いており、同一年

度中であれば、今池教室を受講料のみで利用することができます。 

賛助会員になって、私たちと一緒に、パソコンライフを楽しみましょう。 

（Asa） 

地域サポート 
八事東小学校の近くで始まり

ました。町内会やサークルの

書類作りから、気軽に相談で

きる場所をひろげています。 

ご予約・問い合わせは 

  052-731-9890まで 
  

 

賛助会員と勉強会開催！！ 

  

 

 

 

 

 

 

生涯現役のつどい～しるばぁライフ 2016 10 月 22 日(土)開催！！ 
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4 月定例会     （04/13） 

5 月定例会     （05/19） 

第 11期通常総会 （0 5/27） 

第 12期臨時総会 （06/14） 

6 月定例会     （06/14） 

7 月定例会     （07/14） 

8 月定例会     （08/09） 

9 月定例会     （09/13） 

10月定例会     （10/11） 

11月定例会     （11/08） 

12月定例会     （12/13） 

29/1月定例会    （01/） 

2月定例会    （02/） 

3月定例会    （03/） 

 

昨年度も実施して大好評の P検受験対策講座を、今年度も 

11月「P検 3級対策講座」2月に「P検準 2級対策講座」を実施します。 

P 検とは、ビジネスシーンで要求される、「基本的な知識・技能」から

「総合的な ICT活用力」へそして「ICTを活用した問題解決」に至るまで 

を段階的に身につけるように設計された資格試験です。 

基本的な知識・技能とはワード、エクセル、OS、ネットワーク、 

情報セキュリティ、個人情報保護等のことです。 

実用的なパソコンスキルを習得いたします。 

また ICTとは情報通信技術のことです。その活用能力と 

トラブル発生時の問題解決能力を身に着けることができます。 

PCマスターズのスタッフが全力でサポートいたしますので、 

ぜひ P検受験対策講座の受講をご検討ください。  （Fuj） 

パソコンスキルの上達めざして！ 

月例定例会日程 

（平成 28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 

=◇ ◆ ◇=    =◇ ◆ ◇= 

 

 

 

 

会員研修 

       （平成 28年度） 

インストラクションの 

スキルアップを目指して 

自主研修！！ 

今期はエクセル応用編 

平成 28年 5月 24日 

平成 28年 6月 21日 

平成 28年 7月 19日 

平成 28年 8月 16日 

平成 28年 8月 30日 

平成 28年 9月 20日 
予定 

平成 28年 10月 26日 

平成 28年 11月 15日 

 

 

 

セキュリティ対策推進協議会   

予告 2017年初頭 

話し方セミナーin名古屋 開催 

プロによる伝え方教室 

SPREAD（情報セキュリティ対策推進協議会）

主催のセミナーを地元名古屋の協働団

体として共催いたします。 

 
講座名： プロに学ぶ！ 

セキュリティを教える人のための 

指導者養成セミナー 

開催地：  ウインクあいち 会議室 

開催日時：平成 29年 1月 14日（土） 

10時～17時   

 お問合せ先：info@pc-masters.org  

   申込み受付中 

 

 

セキュリティ対策推進協議会 

情報セキュリティサポーターです

supporterです 

 

セキュリティ対策推進協議会 

 

=◇ ◆ ◇=     =◇ ◆ ◇=   

NPO法人 PC マスターズ  

地域サポート 

自由が丘教室(毎週水曜日午前) 

八事教室(毎週木曜日 10～16時) 

地域サポートの連絡先 

  Tel&Fax 052-731-9890 
URL:http://www.pc-masters.org/ 

     Mail: jiyu@pc-masters.org 

=◇ ◆ ◇=     =◇ ◆ ◇= 

 

 

http://www.pc-masters.org/
mailto:info@pc-masters.org
http://www.pc-masters.org/
http://www.pc-masters.org/

