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令和３年前期をおえて 

東京オリンピック 2020が日本で開催され日本勢が大活躍しました。

特に若い人がメダルを頂き、３年後のフランスオリンピックでの活

躍が楽しみです。 

 さて PCマスターズの令和３年度の上半期は高齢者就業支援センタ

ーで開催予定のパソコン講座がコロナ対策のためにいくつか中止と

なりました。７月末にはパソコン講師全員が２回目のコロナワクチ

ン注射を終わりましたので、後期は万全の体制でパソコン講座を務

めます。またパソコン教室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等パソコ

ンに関する各種相談も承りますので是非ご利用ください。 

理事長 藤津雅由  

後期のパソコン講座がはじまります 

10月 エクセル基礎講座 

10月 ワード基礎講座 

11月 P検 3級受験対策講座 

12月 デジタル写真講座 

 1月 ワード応用講座 

 1月 はじめてさわるパソコン講座 

2月 パソコン入門講座 

 2月 P検準 2級受験対策講座 

 3月 はじめてさわるパソコン講座 

 3月 デジタル写真講座 

 3月 パワーポイント講座 

  

８日間 午前 

７日間 午後 

７日間 全日 

４日間 午後 

９日間 午前 

２日間 午後 

７日間 午前 

７日間 全日 

２日間 午前 

４日間 午前 

４日間 午後  

＊午前：10時～12時 ＊午後：13時 30分～15時 30分 

各講座定員 10 名  

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） 

 

高齢者就業支援センターで開催予定の講座 

    （令和３年１０月～令和４年３月）  

講習場所：名古屋市高齢者就業支援センター 4FOA研修室 
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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、今年度は 68名の方に賛助会員となっていただきました。 

勉強会では、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います。 

今後も、積極的なご参加をお待ちしております。                

 

賛助会員様向け無料講習会 Wordで年賀状作り 

 
日時：令和 3 年 11月 2 日（火）13 時、15時 各回 10 名 

場所：名古屋市高齢者就業支援センター4F OA 研修室 

問い合わせと申し込みは PC マスターズ 

（TEL&FAX:052-731-9890）へ 

締切は 10 月 20日です  

賛助会員様向け無料講習会   ZOOM講習会 

 

～聞いたことある,から ちょっと参加してみた,へ 

 

今年度前半の学習会は「ZOOM を体験しよう」という内容で、６月８日に実施しました。 

にわかに脚光を浴びた ZOOMは、オンライン会議用のツールです。 

私の PCでも体験できる？というわけで、My PCを持参で体験していただきました。 

皆さんの PCにカメラ機能があれば、または Webカメラやイヤホン、ヘッドホンを活用して 

ZOOM を体験できます。カメラ映りや画面の操作、自分でリハーサルをしてから「さあ、始め

ましょう」でスタート、同じ場所から webの世界へ同時に Go!!画面内の会場の皆さんの画像

が出現すると、なんだか不思議な空間です。 

不要不急の外出禁止から、PC の新しい使い方にぜひ挑戦してみてください♪ 
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K.S さん 

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。 

🔹一人でも多くのパソコンを使ってみたいと考える方々にパソ

コン活用の方法を習得し、パソコンを使う楽しさや便利さを伝

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 

 

 

グループ学習会のご案内 

 スキルアップ ワード・エクセルの基礎 ～ 応用 
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 

御器所での「ワード基礎講座」受講以来 PCマスターズでお世話になり５年になります。  

以前よりワープロは使っていましたが、パソコンはなかなか使いこなすことができず、わから

ない事ばかりでした。今池教室で指導していただき、いくつもの疑問・難問を解決してきました

が、今では「Officeスキルアップ」で基礎から応用へと学びなおしています。グループ学習にも

かかわらず、後期高齢者の上理解力も低下した私をはじめ、一人ひとりに対応してくださってい

ることに甘えて、毎回新しい発見を求めて「脳の活性化」のためにも、元気な限り続けていきた

いと思っています。                                    

 

昨年秋、高齢者就業支援センター主催の「エクセル基礎講座」を受講後、もう少し続けて勉強

したいと思っていた折、グループ学習「Officeスキルアップ」へのお誘いをいただきました。 

途中入会で不安でしたが、皆さんと一緒に学んでいると弱点は同じような所にあると解りまし

た。基礎をみっちり…と、毎回納得しながら学ぶことができるのは「Officeスキルアップ」の良

いところだと感じております。今では「ワード基礎」の学習も加え、さらに P検 3級受験を目標

に、コンピューター知識、情報通信ネットワーク、情報モラルとセキュリティなど知識系の学習

とタイピング練習、模擬試験にも挑戦しております。 合格したい‼                  

 

パソコン絵画：毎月第３火曜日 13：00～15：00 

 

 ワード・エクセルで自由に絵を描こう！ 

 パソコン初心者でも OK！ 

 基本図形の操作と自由な発想で、楽しいイラスト

が描ける！ 

 パソコンを通じ、芸術を楽しみ、脳トレも !! 

K.U さん F.K さん 

K.U さん 

＊K.Kさん＊ 

＊N.Kさん＊ 
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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 

 

P検とは 
「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 

 タイピング  

名古屋市高齢者就業支援センターでは、 

2021 年 11月 8日～11月 29日に P検 3級受験対策講座、

2022 年 2月 14日～3月 9日に P検準 2級受験対策講座 

が開催されます。 

講座の詳細は名古屋市高齢者就業支援センター 

（℡052-842-4691）へお尋ねください。 

  

≪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 

 

≪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 

≪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 

PC マスターズでは、コロナ感染対策に取り組んでいます 

三密を避け、手洗い、消毒、マスク着用を徹底して取り

組んでいます。安心してお越しください。 
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