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講座日 講　　座　　内　　容 担当者 講座日 講　　座　　内　　容 担当者
2019年04月03日 オリエンテーション・Windowsの基本パソコン診断 林 2019年04月07日 オリエンテーション・Windowsの基本パソコン診断 林
2019年04月17日 キーボードの使い方 林 2019年04月21日 キーボードの使い方 林

2019年05月01日 マウスの使い方・FNKホームページの見方 林 2019年05月05日 マウスの使い方・FNKホームページの見方 林

2019年05月15日 画像の取り込み1 岡本 2019年05月19日 画像の取り込み1 岡本

2019年06月05日 画像の取り込み2 岡本 2019年06月02日 画像の取り込み2 岡本

2019年06月19日 画像の整理1 岡本 2019年06月16日 画像の整理1 岡本

2019年07月10日 画像の整理2 林 2019年07月07日 画像の整理2 林

2019年07月17日 フォトスケープ（画像編集） 林 2019年07月21日 フォトスケープ（画像編集） 林

2019年08月07日 フォトスケープ（画像編集） 林 2019年08月04日 フォトスケープ（画像編集） 林

2019年08月21日 インターネット入門1 松尾 2019年08月18日 インターネット入門1 松尾

2019年09月04日 インターネット入門2 松尾 2019年09月01日 インターネット入門2 松尾

2019年09月18日 年賀状作成（住所録の作成） 矢部 2019年09月15日 年賀状作成（住所録の作成） 矢部

2019年10月02日 年賀状作成（住所録の作成） 矢部 2019年10月06日 年賀状作成（住所録の作成） 矢部

2019年10月09日 年賀状作成（裏書きの作成） 矢部 2019年10月13日 年賀状作成（裏書きの作成） 矢部

2019年11月06日 年賀状作成（裏書きの作成） 矢部 2019年11月03日 年賀状作成（裏書きの作成） 矢部

2019年11月20日 年賀状作成（バックアップ・住所録一覧印刷） 矢部 2019年11月17日 年賀状作成（バックアップ・住所録一覧印刷） 矢部

2019年12月04日 Gmail（アドレス登録、編集） 岩永 2019年12月01日 Gmail（アドレス登録、編集） 岩永

2019年12月18日 Gmail（編集、返信、転送） 岩永 2019年12月15日 Gmail（編集、返信、転送） 岩永

2020年01月08日 Gmail（編集、返信、転送） 岩永 2020年01月05日 Gmail（編集、返信、転送） 岩永

2020年01月15日 Gmail(画像と文書の添付、ダウンロードの手順) 岩永 2020年01月19日 Gmail(画像と文書の添付、ダウンロードの手順) 岩永

2020年02月05日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾 2020年02月02日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾

2020年02月19日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾 2020年02月16日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾

2020年03月04日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾 2020年03月01日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾

2020年03月18日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾 2020年03月15日 ラベル屋さん（名刺の作成） 松尾

講座日 講　　座　　内　　容 担当者
2019年04月04日 エクセルの応用(簡単家計簿） 藤井

2019年04月18日 エクセルの応用 藤井

2019年05月02日 エクセルの応用(簡単住所録） 藤井

2019年05月16日 エクセルの応用 藤井

2019年06月06日 ワードの応用（広報誌） 山田

2019年06月20日 ワードの応用（広報誌） 山田

2019年07月04日 ワードの応用（広報誌） 山田

2019年07月18日 ワードの応用（広報誌） 山田

2019年08月01日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2019年08月22日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2019年09月05日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2019年09月19日 ラベル屋さん（名刺の印刷） 国藤、林

2019年10月03日 ポチ袋・箸袋 岩永

2019年10月10日 ポチ袋・箸袋 岩永

2019年11月07日 ポチ袋・箸袋 岩永

2019年11月21日 ポチ袋・箸袋 岩永

2019年12月05日 フォトスケープ応用（画像編集） 林

2019年12月19日 フォトスケープ応用（画像編集） 林

2020年01月09日 フォトスケープ応用（画像編集） 林

2020年01月16日 インターネット応用（iTunes） 矢部

2020年02月06日 インターネット応用（You Tube） 矢部

2020年02月20日 インターネット応用（Craving Explorer） 矢部

2020年03月05日 インターネット応用（ラベル印刷） 矢部

2020年03月19日 講座を振り返って・・・Q&A 林

講座日 講　　座　　内　　容 担当者 講座日 講　　座　　内　　容 担当者
2019年04月03日 JTrim（写真の加工） 矢部 2019年04月06日 Jtrim（写真の加工） 矢部

2019年04月17日 JTrim（写真の加工） 矢部 2019年04月20日 Jtrim（写真の加工） 矢部

2019年05月01日 JTrim（写真の加工） 矢部 2019年05月04日 Jtrim（写真の加工） 矢部

2019年05月15日 JTrim（写真の加工） 矢部 2019年05月18日 Jtrim（写真の加工） 矢部

2019年06月05日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井 2019年06月01日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井

2019年06月19日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井 2019年06月15日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井

2019年07月10日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井 2019年07月06日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井

2019年07月17日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井 2019年07月20日 パソコン内の整理（フォルダ、ファイル） 藤井

2019年08月07日 インターネットの応用編 林 2019年08月03日 インターネットの応用編 林

2019年08月21日 インターネットの応用編（FNK・HPの説明） 林 2019年08月17日 インターネットの応用編（FNK・HPの説明） 林

2019年09月04日 インターネットの応用編（掲示板へ投稿） 林 2019年09月07日 インターネットの応用編（掲示板へ投稿） 林

2019年09月18日 Wordで広報誌 山田 2019年09月21日 Wordで広報誌 山田

2019年10月02日 Wordで広報誌 山田 2019年10月05日 Wordで広報誌 山田

2019年10月09日 Wordで広報誌 山田 2019年10月12日 Wordで広報誌 山田

2019年11月06日 Wordで広報誌 山田 2019年11月02日 Wordで広報誌 山田

2019年11月20日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林 2019年11月16日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2019年12月04日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林 2019年12月07日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2018年12月18日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林 2018年12月21日 ラベル屋さん（名刺の作成） 国藤、林

2020年01月08日 ラベル屋さん（名刺の印刷） 国藤、林 2020年01月11日 ラベル屋さん（名刺の印刷） 国藤、林

2020年01月15日 フォトスケープ（画像編集） 林 2020年01月18日 フォトスケープ（画像編集） 林

2020年02月05日 フォトスケープ（画像編集） 林 2020年02月01日 フォトスケープ（画像編集） 林

2020年02月19日 フォトスケープ（画像編集） 林 2020年02月15日 フォトスケープ（画像編集） 林

2020年03月04日 フォトスケープ（画像編集） 林 2020年03月07日 フォトスケープ（画像編集） 林

2020年03月18日 講座を振り返って・・・Q&A 林 2020年03月21日 講座を振り返って・・・Q&A 林

2019年度パソコン講座予定表　     更新　2019.0701e.h

2019年度【中級ｺｰｽ】】水曜日(午後)

    2019年度【基礎ｺｰｽ】水曜日（午前）　　　 　　 　2019年度【基礎ｺｰｽ】日曜日（午前）　　　

2019年度【中級ｺｰｽ】土曜日(午前)

 2019年度【応用コ—ス】木曜日(午前）




