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昨年度実績と令和 3 年の計画について 

（令和 3年 4月～令和 3年 9月） 

講習場所：名古屋市高齢者就業支援センター 4F OA研修室 

 

開催月 講座名 期間 時間帯 

４月 パソコン入門 7日間 午前 

5月 ワード基礎講座 7日間 午前 

5月 エクセル基礎講座 8日間 午後 

6月 デジタル写真講座 4日間 午前 

7月 はじめてさわるパソコン 2日間 午前 

8月 パソコン入門 7日間 午後 

＊午前：10 時～12時  午後：13時 30分～14時 30 分 

 

受講の申込の締切は開催月の前月 20日頃です。 

各講習の申込や詳細は主催の名古屋市高齢者就業支援センター迄

（URL: https://www.bes-c.com/ Tel052-842-4691） 

 

 

 

 

昨年は新型コロナウイルスの感染症の対策のため名古屋市高齢者

就業支援センターのパソコン講座は 3月～9月の間は中止となり

ましたが、10月から 12月は定員を半分にしてパソコン講座を実

施しました。 

PCマスターズの講師による賛助会員様向けスキルアップ学習会や

パソコン絵画学習会は名古屋市高齢者就業支援センターの OA教室

で実施しました。 

令和 3年度も PCマスターズの今池教室は新型コロナウイルスに負

けず開所します。また今池教室では個人サポートに限らず、出張

講座、グループサポート、パソコンに不具合が発生した場合の対

処についての相談等パソコンに関する各種相談も受け賜わります

ので是非ご利用下さい。 

理事長 藤津雅由  
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賛助会員の皆様と勉強会を開催 

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主催のパソコン講

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ます。 

勉強会は、パソコン講座の復習や、習得した知識の応用への挑戦など、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」のための無料講習会も開催させていただきました。 

令和 3 年度におきましても、ＰＣマスターズが講師を務める名古屋市高齢者支援センターの講

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。 

ＰＣマスターズの活動は、参加される皆様のご支援をいただきながら継続しています。令和 3年

度も、パソコンライフのためのより身近な頼れるサポーターとして、活動してまい 

りますので、引き続き賛助会員としてご登録いただきますようお願い申し上げます。 

                        （浅井） 

 

賛助会員にご加入ください 

年会費（4 月～3 月）3,000 円 

≪開催日≫休日・祝日を除く毎日 ≪個人サポート≫ 

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 

 
  今池教室のコロナ拡大防止対策 

マスクの着用、手洗・手指消毒、教室内設備の消毒用アルコール

による拭き掃除の徹底、換気、3 密の回避等の感染予防対策を実

施しております。 

☆予約日は 3 密を考慮して調整させていただいております。 

今池教室ご利用の折には… 感染予防対策にご協力を！ 

 ●マスクの着用。 

 ●今池教室入室時は非接触式体温計で検温。 

●消毒用アルコール（入口付近に設置）による手指消毒設置  

 

≪受験対策講習≫  

P 検・日商 PC 検定・MOS 等 受

講料 90 分/1 回 1800 円 

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、お気軽に相談下さい。  

 

はじめは

予約から 

≪困り事相談≫  

受講料 １時間 1200 円 

≪出張サポート≫  

1 時間 1500 円＋講師の交通費 

≪地域サポート≫  

ご相談ください 

 

賛助会員向け無料講習会 

「Word で年賀状作成！」 

令和２年 11月 17 日（火） 

高齢者就業支援センターOA 研修室にて、 

今回は、コロナ感染予防対策の為 2 回に 

分けての開催となりましたが、各回たくさんの方

にご参加を頂きました。有り難うございました。 

 

 

令和 3 年度賛助会員向け無料講習会 

❖ 6 月  ＺＯＯＭ  講座 

❖ 11 月 年賀状 講座 

暮らしの中にもリモートによるコミュニケーショ

ンが浸透してきています。皆さんも ZOOMを始めて

みませんか。多数のご参加をお待ちしています。 

 

❖  
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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 

 

 
 

Office スキルアップ 

ワード・エクセルの基礎 ～ 応用 

Ｐ検 3 級 ～ 準 2 級 テキストの学習と試験対策 

初級コース：第 1火曜日  13：00～15：00 

      第 3木曜日  10：00～12：00 

中級コース：第 2火曜日  13：00～15：00 

第 4火曜日  13：00～15：00 

パソコン絵画 

ワードなどを利用して絵を描きます 

毎 月：第 3火曜日 13：00～15：00 

 

グループ学習 Office スキルアップに初回から参加して 3 年になります。 

１年目は毎月一回 P 検 3 級テキスト、2年目は準 2 級テキストでそれぞれ Wordと Excel、 

一般問題を勉強しました。3 年目の昨年夏、3 級と準 2 級を W 受験しようと思い模擬試験の挑戦したところ、

準 2 級で 2 問が解けないまま時間切れとなってしまい、改めて自分のスキル不足を痛感しました。 

今は毎月 4 回 FOM 出版の Wordと Excel の基礎、応用、特に応用を中心に勉強しています。 

全くの初心者だった私が 3 年間も勉強を続けていられるのは、毎回何かしら新しい発見があり、「アハ!体

験」をさせてくれる大きな喜びがあるからです。          スキルアップ受講生：富田和夫様 

 
❖ 落ち葉掃き 
操作が未熟で絵が消えてやり直したり、思うような色が出せなかったり、フリーハ

ンドは難しかったけれど、自分の思い描いた絵ができあがった時の喜びはひとしお

です。課題はたくさんありますが、これからも挑戦したいと思っています。 

佐合勝子様 

❖ 光芒 
セントレアへ写真を撮りに行った時、夕焼けを背景にした飛行機のシルエットがと

ても綺麗で、たまたま現れていた光芒を強調した PC 画にしてみました。描く時は 

夕焼けの表現や、空のグラデーションに苦心しました。        

井澤稔明様  

 会員様のお声 

 

正会員の活動（予定） 

 
★ 毎月第 2火曜日に運営や収支に関する報告や予定など討議を行います。 

★ 毎月第 4火曜日に会員が講師となり知識向上のための研修会を行います。 

❖ 会 場：高齢者就業支援センターOA研修室 

❖ 参加費：１回 チケット 2 枚（1,200円） テキスト代は別途徴収いたします。 

 

令和 3年 3月 31日より今池教室にて 

賛助会員の作品を展示しています 
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   “あなたも挑戦してみませんか！” 

 

 

名古屋市高齢者就業支援センターでは、今年度も「P検 3級」と「P検準 2級」

試験の合格を 目指しての対策講座が開催されます。 講座では、受験に必要な「知識」

と、タイピングや Word、Excel の「実技」を、P検協会発行の 公式テキストを使用し

て、体系的に集中して学ぶことができます。講座を通じてパソコンスキル を上達させる

とともに、資格取得で就業にもチャンスが広がります。 おうち時間を有効に。 

なお、講座の申込方法など詳細は、主催者の名古屋市高齢者就業支援センター  

（℡052-842-4691）へお問合せください。 

 

 

 

 

  

2021年 P検対策講座 

PCマスターズ沿革 

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しました 

平成 12 年 4 月 任意団体 ｢ｾﾞﾛﾜﾝＰＣマスターズ｣として発足しました 

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を始めました 

平成 15 年 9 月 個人指導中心の教室（現、今池教室）を開設しました 

平成 17 年 4 月 NPO 法人を設立し、組織的活動を開始しました 

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を開始しました 

平成 28 年 10 月 P 検公開試験場に認定されました 

平成 29 年 9 月 内閣府より社会参加賞を受賞しました 

平成 30 年 8 月 内閣府発行の「高齢社会白書」に NPO 法人 PC マスターズが紹介されました 

 

「ITC を活用した問題解決力」を 

      証明できる資格試験 
⚫ 情報通信ネットワーク 

⚫ 情報モラルと情報セキュリティ知識 

⚫ 一般知識問題、ICT 問題 

⚫ エクセル・ワードの実技技 

⚫ タイピング  

 

講座名 回数 受講期間 定員 

P検 3級試験対策 7 11/ 8～11/29 10名 

P検準 2級試験対策 7 2/14～ 3/ 9 10名 

 

PC マスターズはコロナ感染予防対策に取り組んでいます 

三密を避けるため、各講座では定員制限を

設けて実施しています。 

講座終了後にはパソコン機器周りをアルコ

ール消毒しています。 
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