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皆様に慎んでご挨拶申しあげます。
NPO 法人 PCTOOL は、おかげさまで創立１０周年を迎える事となりました。
これもひとえに、皆様方のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。
まだ名前もなく小さなパソコン勉強サークルから出発し、当時は自分も含めてパソコンや、インターネ
ットの可能性はまだまだ未知数の状態でした。
今ここで 10 周年を迎えられるのも一人ひとりサークルや講習会に参加していただいている方々、そし
てパーソナルコミュニケーションツールとしてのパソコンの可能性を信じそれを使って楽しさを広げて
いこうとしているスタッフのメンバーの力とご協力のお陰と思っております。
そしてまた今日より次の 10 年へ向けて新しいスタートを切ります。
設立時の思いである「一人でも多くの方に安心して IT の触れていただき、そこから様々なつながりを
通して、自分の可能性を広げて楽しくみんなで支えあいながら生きていく」と言うことを一層広げてい
こうと思っております。
今後ともさらなるご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いいたします。
皆様との素敵な出会いに
「ありがとう」
あなたの素敵な未来を応援していきます。
そして、すべての出来事、すべての人、すべての未来に感謝しております。
「ありがとうございます。
」

特定非営利活動法人 PCTOOL
代表理事 能登貴史

2010 年 5 月 22 日（土）
日本昭和村と世界一のバラ
園へ行ってきました。
行きのバスの中では、
「お隣
さんと一日一緒に過ごして
下さい。お隣さんはあなた
の“パディー”さんですよ。」
との話したがりみんなで手
をつないで「パディー！」
と叫んだり。
もちろんデジカメ講習も行
われました。
この写真は日本昭和村での
集合写真です。
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クラス自慢
ＰＣＴＯＯＬの講習に参加して下さっている皆さんからの、あったか～いメッセージを紹介いたします。

≪総曲輪公民館≫

月曜日 10：00～11：30

この度は設立 10 周年おめでとうございます。
新たなる出会い＝交流の輪＝ＰＣＴＯＯＬの輪。
我が教室では常にブログ・メール等を通じ、サークル内の交流親
睦に心掛けております。
星井先生の捻じ込まれるような講習が緊張の中にも笑い声の絶え
ない教室です。
（年長組みが多いせいでしょうか）パソコン学習を
通して、より素晴しい人生と地域社会のお役に立っている実感が
して来ています。
【続ける事は力･よろこびへの道】
総曲輪教室 藤木稔

≪八尾デジカメ≫

月曜日 13：30～15：30

キラリ輝く八尾教室
今年 4 月に生徒数が 10 名から 18 名になり新旧合同のデジカ
メ教室になりました。
新人さんたちは、デジカメもパソコンも持たない方もいて、
入力もやっとと言うことで、先生方の特別指導が始まりまし
た。現在では新人さんたちもすっかり上達し、18 名全員一
緒にキラキラと輝いて前進しています。5 月のバラ園でも 1
番多い参加となり一致団結の八尾教室です。

≪光陽公民館≫

月曜日 18：30～20：00
ＰＣＴＯＯＬ創立十周年記念総会、お目出とう御座います。
先生のお名前は、石黒奈緒美さんと申します。
教室の自慢といえば 30 人前後の大所帯です。先生もサブの先生も
誰が生徒か先生か分からない位賑わしくて、とても楽しいサークル
です。先生の丁寧なご指導とサブの先生方の助けを借りながら毎回
楽しく頑張って居ます、親睦も兼ねパークゴルフを始めました。一
度遊びに来て下さい。ＰＣＴＯＯＬの今後益々の躍進をご期待申し
上げています。
富山市光陽公民館マンデーＰＣサークル代表、岩嶋光雄

≪池多公民館≫月曜日

19：30～21：00

１０周年記念総会に寄せて
私共、池多ＰＣサークルは現在９名で６年目に入りま
した。能登先生、星井先生ご指導の下、益々充実した教
室になりました。
写真編集して、プログに投稿、又１０月下旬に地区文
化祭があり、発表できる場があるのも、永く続けられる
要因かな。環境を提供下さいました、地区の皆さんに感
謝しお返しできるよう情報収集に努め、地区の事柄を発
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信できるように日々研鑽して行きたいです。

≪中太閤山公民館≫

火曜日 10：00～11：30

私達のクラス紹介
私達の教室は古く、もう８年目に入っています。生徒も古く、先生も古く(年齢では無いですよ)かな？その
分、気心もわかり、かなり好き勝手なことを言っています。先
生も口癖に此のクラスは一番古いのですからね、の連発、生徒
も負けてはいません、忘れたものはしょうがない、先生もしょ
うがないね、で大笑い。こんな雰囲気で授業をしているので、
先生も予定通り進まなくて困らせている クラスです。
生徒も教室に来るのが楽しみにしているみたいで、教室のド
アーを開けて、おはようの掛声がとても爽やかで笑顔が素敵な
人達ですよ。この教室の卒業式はまだまだ先の事みたいですね、
そのうちにパソコンを担いで、杖を片手にそんな姿が見られる
かも、私もそう有りたい。
中太閤山パソコン教室

≪VITA チャレンジパソコン隊≫

火曜日 13：00～14：30

15：00～16：30

『パソコン』にチャレンジ！
2 年目を迎えた我が『パソコン隊』は、5 月から初級と中級に
分かれて活動しています。
初級は、パソコンに慣れることから始め、現在は文字入力の
操作を習得中。また中級は、デジカメの上手な撮影術や画像加
工、インターネットの賢い利用法などにチャレンジ中です。能
登先生曰く「火曜日の夜は、何故かのどが痛い！」とか。新し
いことを学ぶたびについつい反応し、会場に熱気が漂うためだ
と隊員一同よくわかっているのですが・・。
先生やサポーターの方々の温かいご指導のもと、ゆっくり・じ
っくり、パソコンと親しむ中で自分流の楽しみ方をみつけ、日々
いきいきとした生活ができたら・・と願います。
チャレンジ！パソコン隊隊員 大郷 民子

≪戸破公民館≫

火曜日 13：30～15：00

”戸破パソコン教室”の紹介をいたします
パソコン教室は、平成 16 年 5 月に発足し今年で 7 年
目です。主な活動場所は戸破公民館です。会員は発足
時 20 名でしたが、毎年若干の増減があり、平成 20 年
11 月戸破長寿会キープッシュ 10 名加入し、平成 22 年
7 月現在 15 名です。最初ワード、エクセルを学ぶため
入会しましたが今では年賀状、デジカメ、ピカサ、イ
ンターネット、ブログ、ツイッターなど大分深くのめ
り込みました。野外研修デジカメ撮影会として中央植
物園や岩瀬散策など楽しい思い出が沢山出来ました。
今年度もパソコン仲間と楽しい時間を過ごせればよいと思っています。
平成 22 年 7 月 7 日 パソコン教室代表
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≪橋下条公民館≫

火曜日 19：30～21：00

平成 18 年開講、橋下条公民館火曜日夜 7 時半からのサークル
です。老若男女、善男善女？？11 名の受講生がいます。
開講当初からの者もいれば今年度からの初々し
いメンバーも。年数を重ねた者には復習も兼ねて
というか、忘れてしまっている事も多いので大変
助かっています。
星井先生はこのメンバーをまことに上手にまと
められ、倉田仁子さんの人柄と相まって和やかで
楽しいサークルとなっています。
橋下条公民館 九和敏子

≪立山すみれサークル≫水曜日

10：00～12：00
平成 16 年、お絵描き、簡単な文章作成が目的で集まった平均 50
歳後半のやる気と夢いっぱいのすみれサークルです。教室では、
理解に苦しみながらも楽しみも半分あって、今では習った技術
で年 1 回体験教室を開いたり、
作品展示するまでになりました。
中には地区活動に活かしている人もいます。又、PCTOOL の人達
とブログの交信、出会いの中で友が増え励まされるなどサーク
ルもパソコンから人へと広がり始めています。

≪上滝公民館≫水曜日 10：00～12：00
『この操作は前にもやりましたよね。しっかり覚えておいてくだ
さいネ。
』とのヒカル先生の的確なご指摘に、
「前にやったかなぁ。
忘れてしもたちゃ。これも年のせいかもしれんね。でもひょっと
してそのとき休んどったかもしれんしねぇ。
」などと口元でボソ
ボソと…
これが我が上滝クラスの面々が時折キラッと見せるお得意のポ
ーズである。ヒカル先生にはご苦労をお掛けしますが、クラス一
同“進捗は遅くとも着実に”新しい知識を吸収して行きたいと思
っています。

≪黒河公民館初心者講習≫

水曜日 13：30～15：00

とにかく明るく愉快な先生と生徒です。
老若男女 13 名、
「電源の入れ方から教えます」の一言に魅かれて 4 年目に入りました。
能登先生のテンポのいい語り口と、ギャグの王様も
加わる 3 名のスタッフの方にも支えられ、楽しいパソ
コン生活を送っています。
パソコンを通して「人との和と輪を広める」を念頭
に全員一体となって頑張ります。
今後ともご指導をよろしくお願いいたします。
黒河０７パソコン教室
5
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≪パソコンサークル南郷≫

水曜日 14：00～15：30

今、パソコン適齢期
パソコンを習うきっかけは、資料作りや、頭の体操に、年賀
状はパソコンで、など皆様々。クラブ員は 14 名。パソコンを
使うことで、様々な情報が得られ、可能性が広がるのが楽し
く、早く使いこなせるようになりたいと思う。クラスでは、
誰かの漏らした声が、笑いを誘い、ワイワイがやがや、先生
の声も一段とトーンアップして…そんな賑やかモードのクラ
スです。昨年は、撮影会にランチと、教室を離れての楽しみ
も。今後はインターネットにトライです。
パソコンクラブ南郷 阿原敬子

≪三ヶ公民館

中級≫

木曜日 10：00～11：30
平成 15 年 6 月 5 日木曜日 三ヶ公民館で初級 IT 講習が開かれ、夫婦で
参加いたしました。
パソコンのイロハから現在まで多くのことを習いましたが、以前に習っ
たということさえ忘れる始末で、習得も遅々たるものです。しかし、い
つも新鮮な教材を使って繰り返し教えてもらう間に、少しは身について
きたようです。今年は 8 年目になりますが、これからもスタッフの先生
方やクラスメートの皆さんと、楽しく学習したいと思って居ります。

≪犬島公民館≫木曜日

10：00～12：00

犬島教室の３名の生徒は、戦争が終わったとき、国民学校
の二年、四年、六年生でした。ですから、平均年齢７４歳
６ヶ月です。
能登代表においでいただいて、始めた時６名でしたが、
半分になってしまいました。チョット寂しいですが、ツイ
ッターで仲間が増えてとても楽しく学んでいます。
今の私たちのテーマは少しでも認知症を遅らせることです。
片時も進歩を止めてくれないコンピューターの社会に、な
んとかつかまっていようと思っています。
これからもよろしくご指導お願いします。

≪三ヶ公民館

初級≫

木曜日 13：30～15：00

“じゃあ始めましょう。ワードを立ち上げて先週の○×△の画面をだして下さい”
“ええっ！どこやったけー” “あっ！違うところクリックしてし
もた” “先生ちょっと” とつい先生やアシスタント先生の優しさ
と忍耐強さに甘えている私たち三ケ初級教室です。年賀状、デジカ
メ、公民館まつりの作品等、いろいろ教習プリントを用意していた
だき、楽しく真剣に和気藹々とふれあっています。今では何とかマ
ウス操作もそれなりに上達し、元気いっぱい、笑顔いっぱいの仲良
し教室です。
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≪大江公民館≫

木曜日 13：30～15：00

和気あいあいと学ぶ 15 人
活動は木曜日の午後です。男性 4 名、女性 11 名です。みんな仕事も終え、リタイヤした人たちで時間はたっ
ぷりあります。余暇を利用して有意義な人生
を送りたいという目的は一致していること
と思います。
私は教室へ入りほぼ一年たちました。「目か
ら鱗」のことが多いです。
ＰＣのメンテナンスや写真加工が役に立ち
おもしろく思います。
星井先生をはじめアシスタントの先生方は
熱心でユーモアがあり、皆さん和気あいあいと学んでいます。
大江教室 熊谷信子

≪黒河公民館中級≫

木曜日 19：30～21：00

女性ばかり 18 名のクラスです。隣同士教え合い助け合いなが
ら何事も意欲的に取り組んでいます。その姿勢はブログを継続し
ている人の割合が多い事にも現れています。
親睦を深める為、もっと交流の場を持てたらいいと思います。楽
しかった事は、花見や撮影会、メンテナンスの時間に、手作り持
ち寄りお茶会と談話等。質問タイムを取って欲しい。忘れた事も
あるので、ワード、エクセル等の復習もやって欲しいです。

≪五福公民館

遊遊≫

金曜日 13：30～15：00

五福公民館遊遊クラス自慢
私共の教室は十七人で構成され女性が多い。
パソコンを自分のものにしたいという希望が強い人ばかりで、教室は熱気があります。知っているつもりでも、
基礎が出来ていませんので教えてもらう事すべてが新鮮です。
現在、インターネットの授業を受けています。毎度のことながら習
得が遅い。しかし、一つ一つの知識高め、ホームページの開設、ツ
イッターやネットでのショッピング、その他の情報も取れる手法を
学び、身に着けていきたいと望んでいます。
年齢の高い我々は、先生の元気な良く透る声と笑顔が明日への活力
になっています。
年はとってもいつまでも青春でいたいと、毎回元気に参加していま
す。
五福遊遊クラス 目附清一

≪五福公民館

楽楽≫

金曜日 15：20～16：50

学習と野外実習
雨あがりに紫陽花が、映える今日この頃です。五福パソコンサークル教室楽楽クラスは、6 月現在 17 名（男
性 5 人、女性 12 人）が上野恵子先生と、スタッフの皆様方に、サポートをして貰っています。
入会当初は、パソコン操作に戸惑いも感じましたが、テキストのポイント、ポイントで、先生が親切丁寧に、
繰り返しご指導していただいて、明るく、和やかな雰囲気で、いまピカサ（導入編、画像編入編）の、学習を
楽しく受けています。
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先般 5 月に県中央植物園にて、デジカメの撮影会と食事
会に参加しました。
先生から、再度デジカメに関する使用方法及び、撮り方
についての講習を受けて、園内に咲いている季節の花々
を、位置、距離、角度を変えて撮りながら、皆さんと一
緒に実習体験ができ、新たな知識を学べたことは、大変
良かったと思います。また、参加者で、食事をしながら、
会話も弾み有意義な時間を過ごしました。今後も会員の
方々と、親睦を図り、パソコンに恐れず、面白く、慣れ
親しみ、学習に努力したいと思います。
五福パソコンサークル楽楽 道平 等

≪黒河公民館

初級≫

金曜日

夜

19：30～21：00
平成 17 年 4 月からスタート。現在 12 名、真剣にそして
心ときめかせながらパソコンに取り組んでいます。
自宅で立ち上げる時、どうかトラブル発生しないように
いのり、無事シャットダウンをクリックできたときのホッ
とした気持ち、ありがとうとおもわず頭をさげています。
唯一の作品発表の機会である公民館まつりではみな一
致団結、先生の指導のもとわきあいあいと楽しく毎回すば
らしい作品を作り上げています。
これからも未熟な生徒たちを強力に引っ張っていってく
ださい。
金曜パソコン教室（黒河）山崎順子

≪速星公民館≫金曜日

10：00～11：30

速星公民館では 8 人で平均年齢は 60 歳位ぐらいでしょうか？先生が来
られると同時に「先生どうするがだったけ？解らんかったが？」とか
「先生これだぜ、ここながんぜ」
「どこの何が解らんかったけ？」と、
先生が言い終わる前に「ここなが、先生」
「こっち」
「先生私からね」
「分
りましたよ」の繰り返しで、毎回賑やかに始まり「先生この教室では
私たちの年齢に合わせてね♪」と甘え上手な教室です。

≪犬島公民館≫木曜日

10：00～12：00
犬島教室の３名の生徒は、戦争が終わったとき、国民学校の
二年、四年、六年生でした。ですから、平均年齢７４歳６ヶ
月です。
能登代表においでいただいて、始めた時６名でしたが、半
分になってしまいました。チョット寂しいですが、ツイッタ
ーで仲間が増えてとても楽しく学んでいます。
今の私たちのテーマは少しでも認知症を遅らせることです。
片時も進歩を止めてくれないコンピューターの社会に、なん
とかつかまっていようと思っています。
これからもよろしくご指導お願いします。
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≪ 岩峅公民館パソコン講座≫

木曜日 10：00～12：00

いわくら

≪婦中 IT サポートセンター≫10：00～18：30
パピ教室で学び今は…
横井操子
長女が成人式を向かえる為、知人や親戚への振袖姿の写真入り年賀状を作ってみたかった私。会社に勤めてい
たので時間も無く 夜勤もあり 不規則な生活の為、グループ講習や公民館の教室は無理だし、個人講習の方
が、先生に質問がしやすく、全然パソコンが分からない私にはピッタリかと、パピ教室の門を叩きました。と
ても勇気が入りました（扉がこれまた重たい）。そして、能登先生の個人講習を受ける事になりました。
去年会社を辞めることになり失業保険を貰いながら 趣味も無く、目的も無く 一日ボッート暮らしていまし
た。私の中では人生終わったかのように感じていた日々でした。主人も心配していたようで「何かしなさい」
と言われていましたが、何も出来ず悩んでいました。そんな折、能登先生が、「仕事辞めたのならこの際パソ
コンを習ったら」と、グループ講習に誘ってくださいました。4 人でのグループ講習に参加することになりま
した。Gmail やブログ、Google で地図を調べたり、買い物といろいろなパソコンの使い方にみんなでチャレン
ジです。
わいわいと友達も出来、楽しくパソコンの講習を受け、個人講習では味わえない、人と人とのつながりが出来
た、グループ講習でした。
その後、能登先生に射水市役所でのホームページのアルバイトのお仕事を紹介していただきました。実はホー
ムページのことは、あまり分からなかった私。5 ヶ月間でしたが、周りの人達に教えていただき、また能登先
生にサポートしていただきながら、出来上がっていくホームページを見てワクワクして仕事をしてきました。
そんな私が、今年の 4 月から、PCTOOL のスタッフとしてお仕事を
させていただいています。
何か不思議な気がしました。数年前パピ教室の戸を開けるのに、
ドキドキした教室。あの時 勇気をふり絞ってパピの戸を叩いて
なければ今の自分の姿は、ないな～。
能登代表（先生）の講習は、楽しかった。分かりやすい教え方、
その中で色々脱線して色々な話を聞かせていただきました。それ
が、また楽しみでもありました。「どんな事今日は話してくださ
るのかな～」と、勉強嫌いな私でもいつの間にかパソコンの前に
座っていました。
またパソコンを通して色々な人との出会いがあります。みなさん、パソコンの事を生き生きと話しておられま
す。私もそんな素敵な人生を歩んでいきたい！そして自分も何か皆さんのお手伝いがしたい！と思っています。
我々の世代 パソコンの事を知らない人がまだまだいっぱいです。
「パソコンの事、そして楽しさをもっと知
って欲しい」と、今は考えています。
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≪PCTOOL アスモ教室≫10：00～18：30（定休日

火・日）

楽しく学べるアスモ教室
ワープロやパソコンが大の苦手で、職場の後輩にほとんど文章の
作成をまかせていた私。定年後にそのつけが一挙にやってきまし
た。自治会等多種の役員に選任され、自身で関係の書類等を作成
しなければならない事態となり、この教室の門をたたき複数年経
ちました。スタッフの親切丁寧な教示とアットホームな雰囲気が
好評で、日々楽しく学んでいます。
アスモ教室 大門俊司
≪中田公民館≫ 土曜日夜
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サポート情報のページです
PCTOOL サポート部会からの「サポート情報」をお知らせします。

・「クラウドコンピューティング」ってなに？
「クラウドコンピューティング」とは サーバーにあるデータやアプリケーションソフトを、インターネット経由で
ユーザーが利用できるコンピューターサービス形態のことです。クラウド（cloud）とは雲という意味でデータや
アプリケーションソフトを雲の中から引っ張り出して使う、といったイメージです。
の言葉の意味自体は現在、変化の真っ直中にありますが Google の CEO のエリック・シュミット氏が 2006 年に
提唱したことで広まったとされています。
今「クラウドコンピューティング」という言葉が注
目される背景には、昔に比べてハード・ソフトとも
に技術が向上したこと、インターネット等のインフ
ラの飛躍的な普及があります。
ネットにアクセスできるものであれば、パソコン
でも、携帯電話でも、テレビでも、 ゲーム機でも、
その他のツールでも利用することができるように
なります。
「クラウドコンピューティング」という考え方自体
は昔からあり、
Yahoo メールや Gmail などの Web
メールサービスもクラウドサービスで、現在ではビ
ジネス用アプリケーションソフトをレンタルする
ことまでできるようになっています。

・ブルーレイディスク(BD)と DVD と違うの？パソコンで使えるの？
ブルーレイディスク(以下 BD)の見た目は CD や DVD と同じ 12cm のディスクですが、DVD が 4.7GB に対して
BD は 5 倍以上の 25GB もの容量があります。さらに、片面 2 層のディスクの場合では 50GB の大容量となり、
DVD10 枚分の容量を同じ 12cm のディスク 1 枚に入れることが可能です。BD で採用される青紫色レーザーは
赤色レーザーよりも波長が短く、ディスク上でのスポットは小さくなります。それによって、より小さな場所への
記録・読み込みが可能です。
パソコンで BD ビデオを再生するにはもちろん BD ドライブが必要となります。BD はメディアの規格が DVD
と比べて整理されているため、ドライブ選びで迷うことはありません。
しかし、モニタや画像表示用機能（ビデオカードなど）が著作権保護技術に対応していないと再生ができません。
また、再生時に使用するコーデックが MPEG-2 だけでなく、再生に高い性能が要求される H.264 も併せて採用
されています。フル HD サイズの 1920×1200 という高い解像度で再生するには、非常に高い性能が必要にな
ります。そのため、パソコン側に動画再生支援機能を持つチップセットや、高速な CPU、処理時に必要となるメ
モリを多く搭載していることなどが求められます。
BD ドライブが最初から内蔵されているパソコンであればこの問題はクリアしていますが、後から BD ドライブを
追加する場合には注意が必要です。

比較項目
容量（1 層/2 層）
読み込みレーザーの色
転送レート
カバー層の厚さ
画質

ブルーレイ
25GB/50GB
青紫
～36Mbps
0.1mm
フルハイビジョン
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DVD
4.7GB/8.5GB
赤
～11Mbps
0.6mm
標準画質
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・この PC って無線 LAN 内蔵なの？それとも有線？それって、どうやってわかるの？
・無線 LAN 繋がらなかったら、まずどうすればいいの？
スタート→ファイル名を指定して実行→
cmd と入力して Enter
黒い画面が開くので、ipconfig/all と入力
して Enter
「Wireless LAN Adapter ワイヤレスネ
ットワーク接続：」という項目の中の
Pysical Address(物理アドレス)欄に二桁
ずつの数字やアルファベットの表記があれ
ば、無線 LAN 搭載です。
つながらない原因はいろいろ考えられます
が、まず有線 LAN でルーターにつないでイ
ンターネットにつながるか確認します。つ
ながるようであれば、ルーターの設定画面
に入って暗号キー等をチェックして接続の
際に要求された時にその暗号キーを入力し
ます。

・XP 情報
2001 年 11 月発売から約９年にわたりＸＰ
を搭載したパソコンが販売されてきましたが
ＸＰパソコンは 2010 年 10 月 22 日に出荷
が停止されました。ただしサポート期限の
2014 年 4 月 8 日まであるので安心して使
い続けられます。
ただし、サポート対象としているのは、
「ＳＰ
３」を適用したＸＰ ホームエディションとプ
ロフェッショナルバージョンです。同じＸＰ
でも、ＳＰ２（ＳＰ３を未適用）の場合は２
０１０年７月１３日で終了してしまいました。
XP のバージョンの確認方法は
「スタート」
メニューを開いて、
「マイコンピュータ」を右
クリック。メニューから「プロパティ」を選
びます。プロパティ画面が開いたら、「全般」
タブの「システム」欄に記されているＯＳの
バ ー ジ ョ ン を 確 認 し ま す 。 も し
「ServicePack３」となっていれば問題はあ
りません。ほかの数字だったら、ウィンドウ
ズアップデートでＳＰ３を適用しましょう。
ＸＰ ＳＰ３なら、引き続き延長サポートを利用できます。
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