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                        年度が変わる時期になりました。  

私たち PCマスターズも９名の新しい

メンバーが加わり、新年度の講座を

一層充実した、受講生の皆様にお役

に立てる講座を目指して毎週研修を

行っています。 

 

また今池教室においても賛助会員さんのご要望にお応えできるよう相互

に研鑽を重ねています。 

世の中、デジタル情報機器といえばスマートフォンが多く使われてきてい

ますが、仕事はもちろん家庭においてもまだまだパソコンの利用価値は大

きなものがあります。賛助会員の皆様が、また講座を受講される方々がパ

ソコン活用でより生活が充実されるようこれからも新メンバーともども頑張っ

てまいります。ご支援、よろしくお願いいたします。          (日暮)  
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日頃より私達 NPO法人 PCマスターズの活動をご理解、ご協力いただ

き誠にありがとうございます。 

近年、私達が利用しています情報機器であるパソコン、タブレット、スマ

ホ等の性能、インターネット環境が大きく進化し、セキュリティの問題も報道

等でご存じのとおりです。 

このような状況の中で団体も本年 4月から第 12 期に入ります。前年、

第 11期に加入のメンバーの活動も本格化致します。極力皆様のご意見を

お伺いしながら、より一層のサポートの向上に努めてまいりますので今後

ともよろしくお願い致します。    

                              理事長  伊藤武幸 
 

 

 

任意団体から NPOへ、そして第 12期へ！ 
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ＰＣマスターズ通信 2016-3月 

第    平成 28 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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PCマスターズに新メンバー加わる！ 
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今回は Win10のおすすめの点を紹介します。 

①使いこなれた操作感 

おなじみのスタートメニュー、タスクバー、デスクトッ

プが採用されており、ライブタイルには、重要な情報

が、直ぐに表示されます。 

②先進的な機能 

まったく新しい Webブラウザである Edgeでは、Web

ページに直接文字を書き込んだり、ペンで線を描くこと

ができます。 

③すばやく効率的に 

簡単な操作で複数のアプリを並べて表示して、画面

を整理し作業効率を高めることができます。 

また、仮想デスクトップを作成し、作業ごとにアプリを

グループ化して用途に応じて使い分けができます。

（例えば、仕事用のオフィスと娯楽用のゲームアプリを

表示グループで分けて使う。） 

 
  

④安全性の向上 

これまでのウインドウズの中で最も安全性に優れた強力なセキュリティ機

能により、ウィルス・マルウェア・フィッシング攻撃から守られます。また、自

動更新により、常に最新の機能とセキュリティを利用できます。 

皆さんは、ご自分にとってのアップグレードのメリットとデメリットを考慮し、 

判断されてはいかがでしょうか。                     （前畑） 

Windows 10が登場しました 
Windows10の無償アップグレード開始から

半年以上が経ちました。皆様はどのように

対処されたでしょうか。無償アップグレード

の期限は、今年の 7 月 28日までです。 

アップグレードの最大のメリットは、Win7

や 8.1のサポート期限終了後もウィンドウ

ズが使えるということです。（Win７の延長サ

ポート終了は、2020年 1月 14日、Win8.1

は 2023年 1月 10日） 

デメリットとしては、OSの使い勝手が違

うことと、不具合が出ないかという心配があ

ります。不具合の例としては、無線でのイン

ターネット接続に障害が出たという例がよく

聞かれます。 

このたび、今池教室の利用において、コースの

見直しをすることになりました。 

コース制により、サポートの曜日が限定されて

ご不自由をおかけすることもしばしばありました。 

そこで、４月１日よりシステム変更により、コース

制を廃止し、どの曜日でもご希望の日にご利用い

ただけるようにいたします。 

ご利用の皆様には、よろしくご理解をいただき、引

き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、お待ちいたしております。  (前畑) 
≪その他≫ テキスト代、諸費用別途 

・パソコン持込 可  

※タブレットのサポートを始めました 

 教室のタブレットを使い学習します 

≪サポート受講料≫ 予約制 

 60 分／回：1200 円 

 90 分／回：1800 円 

チケット制 ※事前にご購入ください 

3,600 円/6 枚・7,200 円/12 枚 

≪サポート開催日≫ 

休日・祝日を除く毎日 

10 時～16 時 

≪サポート内容≫  
・パソコンやタブレットの基本操作から 

ワード、エクセル、インターネット、 

デジタル写真の操作まで、一人ひとりの 

レベルにあわせて、ゆっくりご指導いた

します。 

シニアのパソコンサポート 

 
 

はじめは

予約から 

 

  

：タブレットのサポートを始めました：    Android

とは何か、初期の設定はどうするのか等「はじめの

一歩」からサポートさせていただきます。 

 

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


 

 

 

特定非営利活動法人 PCマスターズ URL:http://www.pc-masters.org/ Tel&Fax052-731-9890 

 

ページ 3 ＰＣマスターズ通信 

近くで学習したい！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

 
 ！！お近くにお住まいの方、ぜひご参加ください！！ 

パソコンに関することならご相談に応じます 

＜参加者のコメント＞   

口コミで「いまパソプラザ自由が丘」を知りました。ここでは、

パソコンの使い方でわからないことを、マンツーマンで聞くこ

とができ、とても助かっています。 

私の趣味はハーモニカ演奏ですが、インターネット上の楽譜

の検索や、演奏動画の利用方法などをアドバイスしてもら

い、パソコンの活用の幅が広がりました。 

地域の友人にも、ぜひ紹介したいと思います。（前林様） 

 

何度も同じことを親切に指導頂き長く続けてマスターしたい

思いです。 

大変うれしく思います。（野田様） 
 

 

 

 

 

 

◆賛助会員/勉強会の状況 

27年度も今池教室で勉強される方や名古屋市高齢者就業支援センターの講座を

受講された方を対象とした勉強会に参加された方には、賛助会員としてＰＣマスタ

ーズの活動にご支援を頂きました。今年度の賛助会員の方は９５名、内訳は次の

ようでした。 

・今池のパソコン教室などに参加していただいた方   57名 

・高齢者就業支援センターの勉強会に参加していただいた方  38名 

 27年度は勉強会を 6回開催し、講座で学んだ事の復習や、さらに高度な使い方への応用へ挑戦な

ど、それぞれの目的に応じた勉強のお手伝いをさせて頂きました。勉強会に参加された方の中には引

き続き今池教室に通って勉強を続ける方もいらっしゃいます。 

 28年度もパソコン関連講座ごとに、勉強会を開催する予定です。また、今池教室では随時受け付

けておりますので、賛助会員としてＰＣマスターズの活動にご参加下さい。            （広瀬） 

 

 

 

 

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 

賛助会員登録のお願い  平成 28 年 4 月 1 日～29年 3 月 31 日 

私達の活動のすべては参加する皆様の支援を仰ぎなが

ら継続しています。賛助会員としてご参加いただき、とも

に、PCへの理解や日常生活への組み入れ方など、より身

近な PC ライフへつなげられれば幸いです。  

皆様の頼れるサポーターとなるべく、スキルアップにも取

り組んでいきます。新年度も引き続き賛助会員としてご登

録をお願いいたします。 

 

平成 28 年度 会員募集中 

賛助会員と 勉強会開催！！ 

地域サポート：≪自由が丘≫始まりました 

 

 

【事前予約制】 

 第 2、第 4水曜日【10 時～12時】 

 料金：1回 90分 

 個人別サポート 

 PCは各自持ち込みです。 

【問合せ/申込み先】 

 Tel&Faｘ  

 E-Mail 
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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     （ 1/12） 

28/2 月     （ 2/10） 

28/3 月     （ 3/ 9） 

 

パソコンスキルアップ講習（P 検対策講座）に挑戦を！ 
２７年度は技能講習として１１月に「P検３級対策講座」、２８年２月に「P検準２

級対策講座」が開講され多くの方が受講されました。 

P検とは、パソコン検定資格のひとつでパソコンの基本的機能について学習し、

レベルによっていくつかの級があります。内容はタイピング、コンピューターに関す

る基本的知識、Word と Excelの実技操作を通してパソコンスキルアップを図り、就

業に役立つ資格を得る目的をもっています。 

実際に講座に入るとコンピューター知識で戸惑われる方、今までの復習のつもり

で実技操作される方などいろいろです。この講座はある程度操作ができる方を対

象に、スキルアップを図り資格に挑戦してみようという意欲をわかせてくれる講座

でもあります。２８年度も講座が開講されましたらぜひとも挑戦されることを期待し

ます。 

また私たち PCマスターズのスタッフも全力でサポートさせていただきます。（日暮） 

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  

自由が丘教室 (隔週水曜日午前) 

 〒464-0031 

 名古屋市千種区徳川山町５-3-12-1 

自由が丘会館にて 

 (連絡先) Tel&Fax 052-731-9890 

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

   Mail: jiyu@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 

 

 

 

勉強会第 5グループ 

 

 

 
勉強会第 6グループ 

会員研修  

会員相互の知識やスキルを持ち寄り、

グループとしてのスキルアップ研修を重

ねています。講座だけでなく個人サポー

トにも活かしています 

ご案内   長らく携わってこられた講師の数名が卒業をされました。感謝いたします。 また、上野で開催の教室も 

     地域グループとして独立いたしました。引き続き、皆様の役に立つ、変わらぬ団体として活動してまいります。 

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