
※ 受講者が3名未満の場合は講座を中止することがあります。
【申込】 ① 電子メール　下記事項を　pc-info@googlegroups.com　宛に。

② 郵送・FAX　〒662-0862 西宮市青木町2-5（公社）西宮市シルバー人材センター
【締切】 開講日３日前まで先着順。定員に達した場合のみ連絡します。連絡のない方はご出席ください。
連絡をご希望の方は、申し込み時にメールアドレスを記載してください。

（任意） □ 借りる （会員のみ）

□不要（持参）

オリジナルな旅のガイドブックをＷ
ｏｒｄとインターネットを使って作
成します。

使い慣れたご自分のパソコンを持参
されることをお勧めします。

Tr

講師:

ドロップダウンメニューで分類コー
ドを入力し、分類コード別に集計す
る家計簿を作ります。

使い慣れたご自分のパソコンを持参
されることをお勧めします。

770 円

青木パソ倶楽部

770 円

トラブル相談会

青山

（公社）西宮市シルバー人材センター　独自事業 パソコン教室

Excel入門 ②2018
（家計簿作成）

9：40～11：40

Ex
10日(木)

Nh
21日(月)

Word入門② 2018
（旅行案内文作成）

9：40～11：40

Wr
18日(金)

月） （一般市民参加OK)5年2018 パソコン講座案内（

初心者のための
  日本語入力実習コース

9：40～11：40

Oh
お一人様の

パソコンレッスン

770 円

日時はご相談

500 円講師:

25日(金)
　※PC持参 貸出は事前予約を！

 ①担当講師：上坂、長谷川
 ②担当講師：青山、望月
内容は未定ですが、講座終了時に次
回のテーマをできるだけ発表したい
と思います。テーマについてはご希
望もお受けします。

①上坂他、②望月他

① 9：30～11：30
② 9：30～11：30

講師:

どこに相談すればよいかわからない
パソコンのトラブル・疑問・悩みの
解決を支援します。

1時間単位ですから、ちょっとした
相談にも利用してください。講師の
都合で時間を予約してください。

1,100 円長谷川他

日時はご相談

メールアドレス

お名前

住所 電話番号

会員番号

 Wr　 Ex　 Nh　 Ao－①　 Ao－②

 Tr　Oh　 Kj　 Sm－①  Sm－②　iP

受講希望
講座記号

個人レッスン

講師: 各講師(指名可)

　疑問・質問・PCやネットワーク
のトラブル・故障・インストール・
設定・わからないことだけを教えて
ほしい等、なんでもご相談くださ
い。
1回2時間程度。ご自宅にご訪問し
ます。センターにて実施することも
可能です。

3,000 円

Kj
9日(水)1日(火)

15日(火)

スマホ・タブレット
倶楽部

① 9：30～11：30
② 9：30～11：30

日時・場所はご相談

日本語入力の特訓講座です。　与え
られたテーマを2時間実習します。
次回に継続できますので何時からで
も参加できます。
USBメモリ持参されますと、でき
たところまで保存して、次回続きが
できます。。

機器借用

1,500円

iPhone, iPadの便利な使い方、必
要不可欠な知識をまずは学びましょ
う。更に、有用なアプリもどんどん
ダウンロードして、自分のものにし
ましょう。ＰＣとの連携で広がる機
能拡張も学んで行きましょう。毎回
新しい内容を学びます。
　※機器の貸出は事前予約を！

iPhoneとiPadの
使い方（3）

「スマホ・タブレットは持っていな
いが使ってみたい。」「もっと楽し
い使い方はないか」と思っている方
の集まりです。お互い情報交換しま
しょう。講師からも提案をします。
ワイワイ、ガヤガヤと楽しくやりま
しょう。
　※機器の貸出は事前予約を！

講師: 500 円青山・望月他

Sm

講師: 河本

iP

1,100 円

（初心者のみが対象です。
初心者レベルを超える内容は「個人
レッスン」をご利用下さい。）

マンツーマンで納得のいくまで練習
していただけます。パソコン持参で
もOKです。

講師: 青山

講師: 有元他

Ao
11日(金)

講師: 青山

① 13：30～15：30



知って得する iPhone、iPad の基本と活用術  シルバー会員でなくても OK 

    いちから始めるアップル社の 

   

知って得する iPhone,iPad の基本と活用術 

アップル社の iPhone, iPad が世に出て、人々の暮らしを変えてから 2017年で１０年。この短い期

間に機能強化が早いテンポで進んでいます。でも、なかなかきちっとは学ぶ機会がないのが現実。宝の持

ち腐れですよ！ iPhone, iPad の便利な使い方、必要不可欠な知識をまずは学びましょう。更に、有用

なアプリもどんどんダウンロードして、自分のものにしましょう。ＰＣとの連携で広がる機能拡張も学ん

で行きましょう。毎回新しい内容を学びます。 

（iPad２台の貸し出しが可能です。申し込みの際に申し込みをお願いします。） 

■ 日時   2018 年５月９日（水） 13:30～15:30  

■ 参加費 1,500円（テキスト代を含む） 

新登場！ 大きな会場なのでまだまだ申込 OK 毎月第１・第３ 火曜 開催 シルバー会員でなくても OK 

 

「スマホ持っているが何となく使っているだけ。もっと面白い使い

方はないだろうか？」とお思いの方が集まってワイワイ ガヤガヤと

情報交換をする集まりです。勉強半分、おしゃべり半分の「ゆる～

い」パソコンの集まりです。毎回参加する必要もありません。出入

り自由です。スマホ・タブレットの可能性は無限大です。自分に合

った使い方で楽しみましょう！ 

■ 日時   スマホ・タブレット倶楽部 第１火曜、第 3 火曜 9:30～11:30  

■ 参加費 1 回 ５００円（テキスト代を含む） （当日お納めください。前納も OK です。） 

 
 
 

■ 場所 西宮市シルバー人材センター 2 階多目的室又はパソコン・ルーム 

■ 定員 あり 

※ PC、タブレットは各自のパソコン、タブレット、スマホをお持ち下さい。 

（参加者が多くなり貸出機が不足気味です。貸出希望の方は、必ず事前に貸出申込をして下さい。） 

 申し込み  

（ 郵 送 ） 〒662-0862 兵庫県西宮市青木町 2-5 （公社）西宮市シルバー人材センター PC 教室 

（ F A X） ０７９８－７２－３５４２ （迷惑が掛かるので番号のお間違え無きようにお願いします。） 

（メール） この用紙の申し込み内容を pc-info@googlegroups.com 宛まで 
 

参加日 
□1  □スマホ・タブレット倶楽部 （  ）月の □第１火曜日 □第 3 火曜日 

□2  □ iPhoneと iPad の使い方講座 

住所 

〒 

機器貸出 
□貸出希望 
 

□不要（持参する） 

氏名  電話番号  

メールアドレス 

（PC メールがなければ携帯メールでも可） 

会員番号 

（会員の方のみ） 

 

新登場！！ 

１ 

２ 


