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特定非営利活動法人 PCマスターズは、シニアが情報技術を学ぶ

ための教育環境やコミュニケーションなどの場を提供し、シニアの持

つ能力を社会に還元する事や、一般市民活動に生かすることを目的

としています。 

昨年度の実績は名古屋市高齢者就業支援センターで開催される

パソコン講座の講師を受託し、230名のシニアに対し講習会を行い

ました。自主事業としては今池教室、自由ヶ丘教室、八事教室にて

760時間のパソコン教育や相談の活動を行いました。また今池教室

の P検実施校の認定と設備の更新を実施しました。 

今年度は、昨年までの活動に加え、賛助会員に対する情報提供

や勉強会の充実と会員の情報技術やインストラクター能力の向上に

努めてまいります。引き続きご支援をお願いします。 

                            理事長 藤津雅由                             
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パソコンによるシニアの 

生きがい作り、応援します！ 

 

 

新年度から高齢者就業支援センターでは新しく「はじめてさわるパ

ソコン」講座が企画されました。賛助会員の皆様もご経験がおありと

思いますが、初めてパソコンに触れたとき、電源の入れ方は？さわ

ると壊れそうなど 不安でいっぱいだったと思います。 

超初心者の方対象に 2時間ずつ 2日間の講座が始まります。 

不安をなくし、パソコンを生活の友として楽しめるきっかけになればと

願っています。賛助会員の皆様には、お知り合いでパソコン初めて

の方にぜひお声をかけていただきたくお願いいたします。 

講座の 1回目は 5月 9日と 11日です。           （日暮） 

 

はじめてさわるパソコン講座がはじまります 

2017 

名古屋市高齢者就業支援センター 

29年度開催予定の講座  (4月～8月) 

開催月 講座名 回数 

４月 入門講座  全 9回 

５月 新規 はじめてさわるパソコン 全 2回 

５月 ワード基礎講座 全 9回 

５月 エクセル基礎講座 全 10回 

６月 デジタル写真講座 全 4回 

７月 新規 はじめてさわるパソコン 全 2回 

７月 ワード応用講座 全 10回 

８月 入門講座  全 9回 

 各講習の申込や詳細は  名古屋市高齢者就業支援センター迄 
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シニアのパソコンサポート 

 
 

 

≪個人サポート≫  
受講料   60分/１回 1200円 

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 

≪受験対策講習≫  
P検、日商 PC検定・MOS等 

受講料   90分/1回 1.800円 

≪困り事相談≫ 
開催日 月～土曜日 

10:00～16：30 

受講料  1時間 1,200円 

≪地域サポート≫ 

自由が丘教室 

開催日   毎週水曜日 

連絡先 ☎052-731-9890 

今池教室レッスン通信 

≪サポート内容≫  

① Ｗｏｒｄを使って楽しく面白い同窓会の案内状、 
        町内会の催し案内のチラシ作成 

② 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、家計簿の作成など楽しく学ぶことが出来ます。 

③ オリジナルな年賀状の作成 

④ デジカメ写真のパソコンへ取込み、編集・活用 

パソコンをもっと使いこなしたい、 
こんなことできないかお困りの方は、お気軽にお電話下さい。  

        お待ちしております！！         （田家） 

 

私は、家では①机上のデスクトップＰＣと 

②片手で持てるタブレットＰＣ(大:10 インチ)を 

使い、外出先では③手の内に収まるタブレット

(小:７インチ)を利用しています。 

本格的な、ワード・エクセルの作業は①デスク

トップでします。簡単な作業は、②タブレット (大)

で行います。また、外出先での閲覧は③タブレッ

ト(小)を使います。これらすべての作業は、イン

ターネット上での「共有」により可能になっていま

す。（どこからでも同一ファイルの編集ができ

る。） 

また、私が外出中に小タブレットで撮った 

写真と現在いる場所は、GoogleMap により、家

族が家のパソコンですぐに確認できるようにして

います。最近は各社がオンラインストレージとい

って、Web上のデータ保存場所を無料提供しさ

らに、そこには様々便利な機能があります。 

例えば、アマゾンのサービス（AmazonDrive）

を使えば、撮った写真をすぐに家の大画面テレ

ビで見ることができます。また、グーグルは、撮

った写真のアルバム編集作業を一発操作でや

ってくれます。 

私は、現在インターネット上の「共有」ドライブを、

マイクロソフト・グーグル・アマゾン・ヤッフーでそ

れぞれ利用し、必要に応じて使い分けておりま

す。 

これらの利用には、まず、それぞれのサービ

スでの「アカウント」の取得が必要です。 

無料で利用できる、便利で楽しい機能がまだま

だたくさんあります。 

これらをうまく活用すれば、より豊かなデジタル

ライフを送ることができかと思います。 

（前畑） 

OSやアプリケーションソフトのサポートに期限があります 

2017年 4月 Windows Vistaのサポートが終了、 

さらに 10月には Office2007のサポートが終了します 

引き続き快適に、安全に使用するために 

PCの OSやアプリのチェックをしましょう 

はじめは

予約から 

http://4.bp.blogspot.com/-Z4ZbaW83OB8/WGnPeXcyxcI/AAAAAAABA7w/625oKgQAwLsTHKuKwhckNWhOuhjpbQmewCLcB/s800/tablet_touch_panel.png
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講座を通じて知り合い、 

ともに学んでいただく機会としてご利用ください 

どんな学習内容を期待されるのか、 

ご意見をいただきながら取り組みましょう 

  また、開催に向けて一緒に活動していただける方を募集します 

                               

今池教室をご利用いただいた方をはじめ、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

援をいただいており、２８年度の賛助会員の方は１０６名となっております。 

勉強会は、２８年度は１０回開催し、名古屋市高齢者就業支援センターの講座の復習や応用へ

の挑戦など、それぞれのご要望に応じた学習のお手伝いをさせていただきました。 

勉強会に参加された方の中には、今池教室で学習を継続されたり、Ｐ検合格を目指して 

勉強をされたりしておられます。 

また、昨年の１１月には、賛助会員の皆様を対象に「年賀状づくり」のための講習会も 

開催させていただきました。 

２９年度におきましても、センターの講座ごとに勉強会を開催するとともに、賛助会員の 

皆様を対象とした講習会を開催する予定ですので、引き続き、賛助会員として、ご登録を 

いただきますようお願いします。                                     （浅井）

 

 

  マウスに触れたこともない私が一念発起し PCに

挑戦しようと無謀な考えを起こしてから半年余り、 

マンツーマン指導のおかげで住所録を作成し、は

がきの宛名面印刷、お祝いカード、日記を書いて、

ネット検索したイラストを挿入、亡夫の遺稿編集へ

と、マイペースながら夢と脳トレが実現しました。    

70歳を過ぎて得た新鮮な日々です。  杉村様 

 

 
賛助会員と勉強会開催！！ 

 

文学賞目指して書いた小説「子供の家」を小冊子

に纏めるべく始めた PC学習。マンツーマンで優しく

リードされ完成にこぎつけました。 

家族の勧めもあり、この際基礎からじっくり学ぼう

と Word・Excelの基礎から P検 3級合格をめざし

て、タイピング練習と奮闘の日々が続いている昨今

です。            梅本様 

賛助会員のつぶやき 

平成 29年度 賛助会員と一緒に学習会を開催します 

平成 28年度は年賀状作りの体験講座のご希望があり、開催しました 

  平成 29年度は皆さんのフォローアップや 

      ブラッシュアップの機会を検討しています 

                   

  
     

                            

  

6 月 

 パワーポイント体験講座  とか 

定員 20名  
11月 

 WROD2013で年賀状作り など 

  

 

平成 29年度 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 

 

 

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。 

賛助会員登録のお願い 平成29年4月1日～30年3月31日 

http://4.bp.blogspot.com/-EAfQfYT8WIY/U8XlTchUAGI/AAAAAAAAi8c/hdTL9D2KWvg/s800/ojigi_animal_kuma.png
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パソコンスキルの上達をめざして

て！ 
平成 28度活動記録 

月例定例会 開催しました 

 

28年 4 月定例会  （04/13） 

5 月定例会  （05/19） 

第 11期通常総会   （05/27） 

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年  1月定例会  （01/17） 

     2月定例会  （02/05）  

3月定例会   （03/06） 

 

 

 社団法人セキュリティ対策推進協議会に法人会員として参加 

PCを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。 

特にセキュリティ対策は重要で、安全に安心して利活用できる 

環境づくりを改めて学んでいます。 

 私たちも身近な ITサポーターとして学習をしています。(若井) 

 

 

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 

平成 28年 10月 25日 

平成 28年 11月 22日 

 

 

 

パワーポイント 

平成 29年 1月 24日 

平成 29年 2月 22日 

 

エクセル VBA 

平成 29年 3月 13日 

 

   

平成 28年度会員の自主研修

研修 

「ITCを活用した問題解決力」を 

証明できる資格試験 

試験内容 

・コンピューター知識 

・情報通信ネットワーク 

・情報モラルと情報セキュリティ各知識 

・・・一般知識問題、ICT 問題 

・エクセル・ワードの実技技能 

  

PASS指定校認定を受けました 

    今池教室で受験が出来ます  

P 検受験に挑戦してみませんか 

ぜひ目標をもって挑戦してみてください。 

高齢者就業支援センター（御器所）では、11月に 3級、 

（2017）2月に準 2級の講座が行われました 

受験対策講座に関しては名古屋市高齢者就業支援センターにお尋ね下さい。 

P検受験についての申込／お問合せ先は pcmpken@pc-masters.org まで(杉山) 

 

 沿 革 

http://www.irasutoya.com/2017/03/blog-post_56.html
mailto:pcmpken@pc-masters.org

