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 昨年度はＰＣマスターズの今池パソコン教室や高齢者就業支援センタ

ーのパソコン講座に数多くの方々にご利用頂きまして有難うございます。 

今年も引き続き今池パソコン教室の個別指導や高齢者就業支援セン

ターのパソコン講座の講師を担当しますので、多数のご利用をお待ちし

ております。 

今年２月より同じ目的や趣味を持つ同志が集まるパソコンの学習会を

始めました。まずはパソコン絵画、写真、スキルアップの３グループでス

タートしました。また出来上がった作品等を発表する場も予定しておりま

す。賛助会員であれば参加できますので情報交換、親睦、スキルアップ

の場として是非ご活用ください。 

理事長 藤津雅由                          

 

                               

 

名古屋市高齢者就業支援センターの 

パソコン講座のご案内 

スマートフォンの普及はすごいですね。しかし、ワードとかエクセルな

どはスマホの小さい画面で作成するのは厳しいです。また、文字の入力

もスマホとパソコンでは勝手が違います。 

パソコンやスマホそれぞれの良さを活かしながら、仕事や生活に役立

てていくことが大事かと思います。 

新年度からワードやエクセルは少し時間数が縮小され受講しやすくな

りました。また、年度後半には新規にパワーポイント講座も開催されます

P検講座でパソコン知識を深めることもできます。 

ぜひパソコン講座で学びの一歩前進を！                          

 

開催月 講座名（平成 30年 4月～9月） 定員 

４月 入門講座 20名 

５月 はじめてさわるパソコン 15名 

５月 ワード基礎講座 20名 

５月 エクセル基礎講座 20名 

６月 デジタル写真講座 20名 

７月 はじめてさわるパソコン 15名 

８月 入門講座 20名 

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 

「社会参加章」：地域で社会参加活動

を行っている高齢者団体に対し、内閣

府から全国に紹介するに足ると認め

られる団体に書状と楯が贈られる。 
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シニアのパソコンサポート 

 
 

 

 

 

賛助会員の皆様との新たな活動として、本年 2月

よりグループ学習会がスタートいたしました。これま

での今池教室での個別サポートに加えて、パソコン 

   の操作やアプリについて、 皆様の多様 

なニーズに応えるとともに、相互の親睦 

を図るため、グループでの学習会を開始 

いたしました。 

 

現在、次の 3つのテーマの学習会が月 1回のペー

スで活動しております。 

 

参加は随時受け付けています。費用など詳しくは 

PCマスターズ迄 お問い合わせください。

 

賛助会員向け有料講習会を開催しました 
7月 6日～ 7月 24日   パワーポイント      
7月 31日～ 8月 17日   パワーポイント      
8月 4日～ 9月 28日   P検 3級受験       

12月 4日～12月 21日   Worｄチャレンジ     
    2月 5日～ 2月 22日   Excelスキルアップ     

 

平成 29年度の無料体験講座 

① パワーポイント 

② ワードを使って地図作り「略図」  

③ ワードを使って年賀状作り  

④ Excelの便利な機能「家計簿作り」 

 

どの講座にも定員いっぱいのご応募をいただ

き、和やかな雰囲気で学習がすすめられまし

た。最終回には、中京テレビ「ナゴヤでしょ！」

の撮影という、思わぬ驚きもありました 

 また、これらの講座をきっかけとし、今も、今

池教室での学習を継続中の方もおられます。 

これからも、身近で役立つパソコンのスキルア

ップを目指し、そのお手伝いをさせていただき

ます。こんなことをやってみたい、こんなサポー

トをしてほしいといった、皆様のご要望の声を

お寄せください。 

名古屋市高齢者支援センター・パソコン講座を受講された方の勉強会 

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のため、希望者を対象に PCマスタ

ーズ主催で講座ごとに２回の勉強会を開催しています。勉強会に参加された皆様には、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、２９年度の賛助会員の方は１２３名となりました。 

勉強会は、講座の復習や、その応用など、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。  

平成３０年度におきましても、勉強会を開催いたします。勉強会を機に引き続き賛助会員として、ご支

援をいただきますようお願いします。 

≪開催日≫ 

休日・祝日を除く毎日：予約制 

≪賛助会員に加入≫ 

年会費（4月～3月）3,000円 

≪個人サポート費用≫ 
受講料 60分/1回 1,200円 

90分/1回 1.800円 
チケット制 3,600円/ 6枚 

         7,200円/12枚 

 

≪受講時間≫ 

① 10：00 ～ 

② 13：00 ～ 

③ 15：00 ～ 

60分コース 

90分コース 
パソコンをもっと使いこなしたい、こんなことができない

…お困りの方は、お気軽にお電話下さい。   
 

はじめは

予約から 
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活動のお願い・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

うこの楽しさ、便利さを伝えていきましょう！ 
 

 

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 

 

 

 
当初、パソコンへの苦手意識がとても強く、マウスの

手つきもおぼつかない私。先生は的外れな質問にも

根気よく付き合って下さり、興味を引き出す指導で、私

はどんどん魅力に引き込まれていきました。指導にい

つもユーモアを感じました。技術だけではなく、先生の

人間性に触れることで、世界が広がった気持ちになる

のです。 

先生に会いに行きたい気持ちで続けている私も、今

は仕事の資料を自作し、更にスキルを身につけること

の向上心が沸いてきています。       AKIKO様 

昨年 10月、一念発起してワード基礎講座に応

募しました。それまでネット検索で 

パソコンを楽しみ、それなりの満足を得ていましたが、

歳と共に脳がどんどん退化する情けなさに、何かしな

ければと思い立ったからです。 

そこで PCマスターズの先生に出会い、意気投合以

来、今池教室でお世話になっています。 

まずは夫の写真の取込と整理・格納、ワードからエ

クセル基礎へと進み、いまそのテキストを終えようとし

ています。私の進度を的確に理解していただき、私を

前向きに導いて下さいました。先生を質問攻めにしな

がら次のステップへと進んでいきたいと考えています。  

             冨田様 

29年度 PCマスターズの活動紹介 
定例会 : 毎月運営や収支に関する事柄や予定について、報告と討議を行いました。 

研修会 : 毎月 1回から 2回程会員が相互に講師となり、研修を行いました。 

平昌オリンピックに心躍る日々を過ごせる 

幸せ。ご褒美の金銀銅を採掘する労苦に思いを 

馳せつつ…これって私の P検 3級合格と何の関係？

どちらも時代を作っている流れに少し近づけたという 

こと。 

自分の書いた文章が印字できる喜び、こんな黎明

が来るなんて。新聞に投稿、文集に寄稿、賞に応募、

手書きでは相手にされず、涙した事もあったけれど、

今では対等に扱ってもらえる。 

PCマスターズとの出会いは神様が私を人並みに 

させるためにくれた機会。感謝。 

日々パソコンと向かい合って新しい時代を作ってい

けたらいいなと思っています。            梅本様            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンに携わって 1 年半、ずっと今池教室にお世

話になっています。今は遠くに住む孫の小学校のホー

ムページで孫の姿を見つけて微笑んだり、青春時代

の歌を検索して口ずさんだり、好きな草花の管理や育

て方を調べたり、こうした日々を日記に綴ってイラスト

などを挿入して楽しんでいます。 

70歳ではじめた手習いは、脳トレと未知の世界へ

の挑戦の毎日です。もっともっと新しい世界が広がる

ことを期待しながら、もうひと頑張り 

パソコンと向かい合いたいと思っています。           

杉村様 
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P検定に挑戦してみませんか！！ 

 

P 検定（ICTプロフィシエンシー検定）とは 

「ICTを活用した問題解決力」を証明できる 就業に役立つ資格試験です。 

試験内容はタイピング・一般知識問 題（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）、ICT問題・Word と Excelの実技操作です。 

ご自身のパソコンのスキルアップ向上のためにぜひ目標をもって挑戦してください。 

★今池教室は P 検定公開試験会場に認定されており、当教室で受験していただけます。 

すでに 20名以上の受講生の方が合格しています。 

P 検定受験についての申込み・お問合せ先は「 メールをください。                 

 

名古屋市高齢者就業支援センターで 11月に「Ｐ検 3級対策講座」を、 

2月に「Ｐ検準２級対策講座」の開催があります。 

詳しくは、名古屋市高齢者就業支援センターにお尋ねください。 

 

 

=◇ ◆ ◇=    =◇ ◆ ◇= 
 

 

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: npo@pc-masters.org 
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『仮想通貨』が消えた！？ 隣の人の話ではありません。 情報セキュリティと呼ばれた分野がサイバ

ーセキュリティと名前を変えて身の回りにあります。PCだけはなく手の中のスマホ、常時接続です。 

大丈夫かと、まずは自分の環境を確かめてみましょう 

安全・安心な利用環境を得るためには 安全対策のポイントを知り、身を守り、 

対策を続けることが大切です。知らないうちに個人情報が誰かに利用されてしまう、 

さらには加害者の仲間にされてしまう… 

自分だけでなく加害者にならないことも心がけましょう! 

古いバージョンのサポート切れの PCは使用廃止をご検討ください 

Windows7は 2020年でサポートが終了します。 不安な方はご相談ください。  

 

 

 

 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インストラクター講習を受講 

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 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 

平成 20年 11月 「パソコンプラザ」開設、地域住民のパソコン相談開始 

平成 28年 10月 P検公開試験場に認定 

平成 29 年 9月 内閣府より社会参加賞を受賞 

 

mailto:pcmpken@pc-masters.org」迄メールをください
http://www.pc-masters.org/
mailto:npo@pc-masters.org

