
2020年度　パソコン部活動報告

1 目標 1、新人から経験者まで幅広い部員を対象とした魅力ある例会を1回／月開催する。

2、各自が能力向上をめざて学習し、その成果を披露しあう場を設ける。

3、友の会一般会員の例会参観を歓迎し、併せてパソコンに関する相談事に対応する。

4、友の会ホームページの管理・投稿係を担当する

2 役員

3 部員数 14 人

開催日　　原則として第３火曜日に開催する。 諸事情を調整して多く出席下さる様お願いします。

4月～6月、1月は新型コロナウイルス感染防止のため例会を中止した。

会場　 三重工場健康増進センター　2Ｆなど

時間　 9時～12時

可能な人はパソコンを必ず持参する。できない人はデータをUSBメモリーに入れて持参。

4/21 5/19 6/16 7/21 8/25 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/16

火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火

1、総会 中止 ●

2、管理資料の作成充実 中止 中止 中止 ● ● ● ● ● ● 中止 ● ●

3、特集 テーマ検討 検討① ②

① 写真アルバムの整理（紙→パソコン） 日比 日比

② メールの便利技 辻 辻

③ テレワーク知識 黒川 黒川

4、特集　確定申告

5、特集　私の学習成果発表会（ジョイフル） ●

中止 中止 中止 ● ● ● ● ● ● 中止 ● ●

黒川 黒川 日比 日比 辻 黒川 黒川 黒川

市川 市川 黒川 日比 豊浦

玉置

2021年3月16日

部長 技術顧問 幹事長 幹事

日比正徳 服部　了 辻　久雄 黒川徳男（会計）　　豊浦光夫

開催日

6、定例

　　　　私の作品紹介



4/21 5/19 6/16 7/21 8/18 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/16

6、定例続き 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火

豊浦 豊浦 黒川 辻 日比 岡本 豊浦

黒川 広瀬 日比 広瀬

玉置

富松

　　　　何でも相談 森田 玉置 市川 玉置 富松 辻 岡本 富松

広瀬 岡本 松本 宮田 広瀬 広瀬 玉置

小西 玉置 広瀬

富松 豊浦

　　　　トラブル事例と 対処方法　 平井 日比 日比 辻

日比 岡本 辻 黒川

富松 黒川 森田

　　　　その他 豊浦 市川 市川 宮田 黒川 豊浦 黒川

辻 黒川 市川

服部

日比

5、作品紹介と学習成果発表

7月 友の会ＨＰ、写真の中に文字を入れる 11月 メール全般について

新型コロナウイルスについて テレワークについて

ウオーキング部活動動画 ゴミ当番表

グーグルアースの活用 12月 メール関連手順書　3件

8月 新型コロナウイルスについて 2月 Zoomの説明と紹介

9月 写真アルバムの整理（紙→パソコン）1回目 パソコン部管理資料の紹介

10月 写真アルバムの整理（紙→パソコン）2回目 報告・連絡・確認・相談

交通安全の川柳応募 3月 Zoomの説明　実演

友の会への意見・提言

6、パソコン便利技

7月 いわなくＴＶ　ユーチューブの活用 11月 メールに写真を添付する

キャプタの自動取り込み あの人に会いたい

8月 写真のグーグル保存 12月 メール　アウトルック　アドレス帳の登録方法

写真上に文字を記入（ペイント） 2月 マイクロソフトエッジのインストール

　　　　パソコン便利技



9月 スキャナ専用機は便利 3月 ホームページ　コネクションの使い方

マイクロソフトエッジのページ設定の使い方

7、何でも相談 

7月 ＨＰの写真や地図を大きく印刷したい 12月 メール　アドレス帳に登録できない

Ｗｉｎ8、写真のトリミングができない メールを多人数に一括操作で送付できるか

8月 メールに文書を添付したい（ライブメール） 2月 友の会ホームページ（ゴルフ部内容）が見れなくなった

9月 スマホやテレワークなど時流に沿った勉強どうする スマホ写真をパソコンに移す方法

安価なプリンタインク購入してよいか 筆ぐるめ　はがき文書の書き方、保存方法

プリンタースキャナの方法が分からない 3月 ワード　表題（ワードアート）の編集方法

10月 エクセル資源ごみ当番表の作り方 筆ぐるめ　はがき文書の書き方

マイクロソフトedgeとｲﾝﾝﾀｰﾈｯﾄ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのちがい エクセル文書にグラフを挿入したい

11月 携帯、アイフォーンとアンドロイドについて

ペイペイのチャージ方法

8、トラブル事例とその対処方法 

9月 預金口座のお金が無くなった 12月 友の会ホームページのトラブル内容実例紹介

プリンタのスキャナができない プリンタ修理中　理由は「印刷時の罫線ずれ」

10月 9月スキャナ出来なかった理由 3月 友の会ホームページの不具合原因と対応

プリンタのスキャナができない 他人アドレスを使った迷惑メールが届く

インターネット接続しない

9、その他

7月 マイクロソフト　エッジについて 2月 ユーチューブ　自衛隊潜水艦事故

8月 さきめし券 3月 四郷地区ホームページの紹介

マイナポータル あの人に会いたい（早川一光さん）

9月 特別参観（市川さんの友人2名）あり 友の会ホームページ誕生時代のエピソード

カラオケサークル（uta友）の紹介

１０月 交通事故とドライブレコーダー

スマホメールに国際ワン切り詐欺が」届いた

12月 新型コロナウイルスについて


