
1 概要 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楽しい例会を1回／月開催します。

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ます。

3、参加者募集中　（パソコン初心者　・〇〇会役員など担当者　・勉強したい人など）

2 役員

　　部員数2021年4月　14人　　年会費500円　

3 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。

　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する。

　会場　三重工場健康増進センター2Ｆ  時間　9時～12時　　

4 コロナ禍対応として８～9月と1～3月は全員自宅でのZoomテレワーク方式で開催した。

4/20 5/18 6/15 7/13 8/24 9/21 10/19 11/16 12/21 1/18 2/15 3/15

火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火

1 総会 ●

私の作品紹介 黒川 黒川 黒川

日比 日比

2 定例 パソコン便利技 豊浦 豊浦 日比 富松 富松 辻 辻 日比 服部 辻

黒川 辻 日比 辻 日比 玉置

豊浦 広瀬 辻 市川

何でも相談 玉置 玉置 玉置 辻 富松 玉置 玉置 服部

富松 市川 富松

広瀬

トラブルと対処 広瀬 松本 広瀬 日比 広瀬 玉置 玉置 玉置 日比

日比 広瀬 日比 豊浦

黒川

その他 日比 多数 市川 全員 全員 全員

3 パソコン部資料の充実  日比

4 特集  テレワーク(Zoom) ● ● ● ● 自宅● 自宅● ● ● ● 自宅● 自宅● 自宅●

〇印は習得済み

市川 岡本 黒川 玉置 辻 富松 豊浦 生川 服部 日比 広瀬 松本 宮田 森田

自宅参加 〇 〇 ○ 〇 ○ 〇 〇 〇 〇

例会参加 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇

直方式 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 × 〇
コピー方式 〇 〇 〇

〇印は習得済み

市川 岡本 黒川 玉置 辻 富松 豊浦 生川 服部 日比 広瀬 松本 宮田 森田

自宅招待 〇 〇 ○ 〇

例会招待 ○ 〇

4月 ホスト：日比（例会から） ホスト：日比（例会）

例会から参加、辻　黒川　豊浦 例会から参加 富松　豊浦　広瀬　玉置

③ 例会から参加失敗　富松　玉置　広瀬　 自宅から参加 なし

5月 ホスト：辻（自宅から） 例会から参加失敗 辻

例会から参加、市川　富松　日比　豊浦　玉置 自宅から参加失敗 なし

例会から参加失敗　広瀬　 ホスト：辻（例会）

6月 ホスト：日比（例会から） 例会から参加 日比　富松　豊浦　広瀬　玉置

例会から参加、市川　黒川　玉置 自宅から参加 なし

自宅から参加　服部 ホスト（例会）：日比と辻

例会から参加失敗、広瀬　 例会から参加 日比　辻富　豊浦　広瀬　（全員）

7月　A ホスト：辻（例会から）→　全員が例会参加できず ホスト：日比（自宅）

B　 ホスト：日比（例会から） 　　自宅参加 辻 服部 豊浦 富松 広瀬 玉置

例会から参加、辻　黒川　市川　富松 市川（全員）

例会から参加失敗、広瀬　 ホスト：日比（自宅）　辻（自宅）

C 　　自宅参加 辻 日比 服部 豊浦 広瀬 玉置

8月 市川 富松 8人全員

自宅参加 日比 服部 豊浦 辻 服部 豊浦 （ただし富松さんホスト日比の時参加失敗）

富松弘典
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②テレワーク(Zoom)を招待する

例会開催日

案内

日比正徳 服部　了 辻　久雄 黒川徳男（会計）　　豊浦光夫

①テレワーク(Zoom)に参加する

12月

10月

11月

　
記
　
録

1月

2月

ホスト：日比（自宅）ホスト：辻（自宅）

ホスト：辻が送信したZoom案内メールが全員届かない



広瀬 市川 広瀬 市川 ホスト：日比（自宅）　辻（自宅）

参加失敗 玉置 玉置 　　自宅参加 辻 日比 服部 豊浦 広瀬 玉置

9月 市川 富松 8人全員

自宅参加 辻 服部 豊浦 日比 服部欠 豊浦 　

広瀬 玉置 富松 広瀬 玉置 富松

参加失敗 市川 市川

5、作品紹介と学習成果発表

5月  テレワーク(Zoom)学習資料 7月 ゴルフ成績表

ホームページの充実（即応性・見やすさなど）

6月 ホームページの充実に向けて

TP209　Wi-Fi接続方法　ドコモ製HW-02Gの例

6、パソコン便利技

4月 Zoomアプリをインストールした　 11月 Zoom 招待時間前と複数回のミーティング

5月 私の各種パスワード管理方法 Zoom ビデオフィルター

6月 パソコン学習DVDの購入提案 12月 Zoom、会議時間終了後でもZoom会議が開催できる

安価で良いプロバイダーがあるという情報を得た Zoom、招待メールの出し方いろいろ有る

7月 DVD教材（パソともくん）を購入した。巡回方式で Zoom、招待者のメールと異なる参加は接続しない

自宅学習する。7月は富松さん持ち帰り。 1月 Zoom、メールを経由しないで参加できる方法

9月 Zoom、ビデオ画像のON/OFF方法 Zoom、3人以上無料会議は40分で自動遮断される

Zoom、招待時間設定の30分前でも開催できる 2月 Zoom、ミュートの方法（席を外す時のマナー）

10月 消えたエクセルの復帰方法 Zoom、テレビをOFFする事　音声がマイクに混入する

Zoom、カメラレンズ前のテープを剝がしたら画質向上

11月 Zoom　 バーシャル背景の図を追加する 3月 Zoom、1人開催時間より遅れても参加できる

Zoom バーシャル背景の手動補正 　　　　 バーシャル背景の鮮明度は機種により異なる

Zoom 画面の共有

7、何でも相談 

4月 Zoom招待メールが開かない　豊浦 9月 Zoom、バーシャル背景にしたい

5月 g  文字がグーグル・ヤフー・MS等では表示しない 10月 USBのワード・エクセル文書が開かない

6月 友の会だより原稿をデータで返信したい。 CTYの光通信接続契約すべきか

Eメール　新宛先、アドレス帳に登録できない Zoom、バーシャル背景への写真追加方法

7月 トップページにエクセル（原紙）を出しておきたい 11月 インターネット　お気に入りのHPが表示しない

ヤフーの検索履歴を見たい 12月 Zoom、メールを経由しないで参加できる方法は？

8、トラブル事例とその対処方法 

4月 本日例会のルータ使用の通信状態は極めて悪い 8月 Zoomミーティング参加方法（広瀬）

写真の一部が印刷されない 9月 Zoomミーティング参加方法（玉置）

5月 相手不在時にZoom参加したら、その後ヤフー検索 友の会HP内容が「読込中表示のまま｝について（玉置）

　画面が表示できなくなった。 10月　11月 エクセルが消えた。

先月”写真の一部が印刷されない”原因はパソコン 11月 エクセル画面　タブとコマンドが消えた

　不具合と言われた Zoom　ホスト画面が表示されない。

格安インクを使用した結果、プリンタ不具合発生。 12月 プリンタ、吸収パッド満杯近づくメッセージが出て修理。

6月 先月”写真の一部が印刷されない問題　正常復帰。 Zoomインストール済みだが、招待メールが出せない

7月 エクセルの行番号や数式バーが消えた

9、その他

4月 1が並んだ掛け算の魔法 9月・10月 黒川さんメールの対応について

5月 コロナワクチン予約に長時間要した。結果予約でき 10月 ウインドウズ11の情報交換

　た人と予約できなかった人有り。 2月 友の会3月開催予定の行事　コロナ禍で延期

6月 サクランボ狩り 参加者8人共、2月中にコロナワクチン3回目接種完了

7月 65歳以上高齢者へのコロナワクチン接種進行中。 確定申告

8月 コロナワクチン有効性95％の意味

10、　パソコン部資料の充実 

6月 TP209　wi-Fi接続方法　ドコモ製HW-02Gの例

ホスト役の継投（1回目は日比、2回目は辻、3回目は日比）

DVD教材（パソともくん）巡回方式自宅学習　豊浦さん

ホスト：日比（自宅） ホスト：辻（自宅）

3月


