
開催日

講座番号 21-12-01-1 時間

受講料 教室定員 5名

開催日

講座番号 21-12-06-1 時間

受講料 教室定員 5名

開催日

講座番号 21-12-06-2 時間

受講料 教室定員 5名

開催日

講座番号 21-12-13-1 時間

受講料 教室定員 5名

開催日

講座番号 21-12-13-2 時間

受講料 教室定員 5名

開催日

講座番号 21-12-09-1 時間 講座番号 21-12-00-1 時間

受講料 教室定員 5名 受講料

パソコンやスマホをお使いの方が集まって、「こんな風に
使ってるよ」「これ便利よ」「ここが分からへん」「これ
楽しい！」など講師が中心となって情報交換し合う、シニ
アのサロンです。集まった方からの疑問で内容がどんどん
変化します。※ 受講料は、前払いです。

13:30～15:30

12/1、12/15、1/5、1/19、2/2、2/16

日時は相談10:00～11:30

12/9、12/23、1/13、1/27、2/10、2/24

会 場 or
リモート

 世界一やさしい「LINE」⑤⑥
　　（第1・第3 月曜）全6回

会 場 or
リモート

 世界一やさしい「ウィンドウズ10」⑤⑥
 　　（第2・第4 木曜）全6回

10:00～11:30

12/6、12/20、1/13、1/17、2/7、2/21

10:00～11:30

12/13、12/27、1/11、1/24、2/14、2/28

　3,000円　（全6回分）

LINEを3か月かけて、ゆっくりと進めます。
 ①LINEを始めよう（画面の見方、設定、プロフィール）
 ②友たちを追加をしよう（友だち追加、ID検索等）
 ③トークを楽しもう（スタンプ、写真、グループ等）
 ④通話を楽しもう（無料通話、グループ通話等）
 ⑤LINEサービスをもっと利用（公式アプリ、ゲーム等）
 ⑥困った＆トラブル解決Q＆A（ブロック、非表示等）
テキストは市販の本を使います。各自購入して下さい。
　（購入がむつかしい場合はご相談ください。）
「 世界一やさしい 480円 LINE 改訂４版 」
　　（インプレス社、A4大型で薄い本、税込み528円）
※ 受講料は前払。途中参加OK、残りは次クールで受講。
※ 1月の1回目は1月13日（木）13:30からです。

西宮市シルバー
人材センター
パソコン教室

オンライン会議のできる幹部になろう！

　　オンライン会議 開催支援パック

（標準料金）10人まで5,000円 ＋ 500円/人

公開パソコン講座
パソコン教室
　公式LINE
　アカウント
（お友達登録

　して下さい）（  2021年12月  ）

会 場
 　　　シニアの社交場（初級・中級者向け）

PC・スマホ サロン（第１・3 水曜）

そろそろスマホを始めてみましょう。3か月かけてゆっく
りと進めます。（Android対応です）
 ①スマホの基本１（アカウント、文字入力、アプリ導入）
 ②スマホの基本２（電話、連絡先、SMS、メール等）
 ③検索しよう（Google、お気入り、地図、音声検索等）
 ④カメラを使おう（写真、動画、写真・動画を見る等）
 ⑤人気アプリを使おう（LINE、YouTube、ラジオ等）
 ⑥困った＆トラブル解決Q＆A
テキストは市販の本を使います。各自購入して下さい。
（購入がむつかしい場合はご相談ください。）
「 世界一やさしい 480円 スマートフォン 最新改訂版 」
　　（インプレス社、A4大型で薄い本、税込み528円）
※ 受講料は前払。途中参加OK、残りは次クールで受講。
※ 1月の1回目は1月11日（火）10時からです。

会 場 or
リモート

 世界一やさしい「スマートフォン」⑤⑥
 　　（第2・第4 月曜）全6回

13:30～15:00

12/13、12/27、1/10、1/24、1/31

団体役員様の、オンライン会議の開催を支援します。
① 参加者の環境調査、　② 参加者のZoom練習会、
③ 開催前全体テスト、　④ 初回開催時の障害対応。
※ 参加者の環境により別途見積となる場合があります。

　3,000円　（6回分）

　3,000円　（全6回分）

　3,000円　（全6回分）

　3,000円　（全6回分）

　3,000円　（全6回分）

会 場 or
リモート

 Amazonで 買物をしてみよう③④
 　　（第1・第3 月曜）全6回

13:30～15:00

12/6、12/20、1/3、1/17、1/31

会 場 or
リモート

 スマホの 分からないを解決する③④
 　　（第2・第4 月曜）全6回

ゼロから学んでみましょう。3か月かけて、ゆっくりと。
 ①パソコンの準備（キーボード、マウス、更新等）
 ②Win10の基本（スタートメニュー、ウインドウ等）
 ③インターネット検索（お気入り、地図、YouTube等）
 ④メールを使う（受信、送信、ファイルや写真の添付等）
 ⑤写真、音楽CDを管理（写真、音楽の取り込み等）
 ⑥ファイルの操作（フォルダ操作、コピー、移動、検索）
テキストは市販の本を使います。各自購入して下さい。
（購入がむつかしい場合はご相談ください。）
「 世界一やさしい 480円 ウィンドウズ 最新改訂版 」
　　（インプレス社、A4大型で薄い本、税込み528円）
※ 受講料は前払。途中参加OK、残りは次クールで受講。

スマホは、今や生活の必需品。難しそう、壊してしまうの
では、使いこなせていない・・・スマホをもっと知りま
しょう。①基本操作、②電話、③LINE・メール、④カメ
ラ、⑤お役立ちアプリの使い方、⑥設定やトラブルなどに
ついて155個の疑問を解決します。
※ テキストは下記の市販の本を使います。各自購入して下
さい。（購入が難しい場合はご相談ください。）
「スマホの分からない！をスッキリ解決する本」（宝島社 549円）

※ 受講料は前払。途中参加OK、残りは次クールで受講。
【日程変更】1月10日休み、31日は10:00～11:30です。

ゼロから学んでみましょう。3か月かけて、ゆっくりと。
 ①パソコンの準備（キーボード、マウス、更新等）
 ②Win10の基本（スタートメニュー、ウインドウ等）
 ③インターネット検索（お気入り、地図、YouTube等）
 ④メールを使う（受信、送信、ファイルや写真の添付等）
 ⑤写真、音楽CDを管理（写真、音楽の取り込み等）
 ⑥ファイルの操作（フォルダ操作、コピー、移動、検索）
テキストは市販の本を使います。各自購入して下さい。
（購入がむつかしい場合はご相談ください。）
「 Amazonの分からない！困った！を解決する本 」
　　　　　　　（宝島社、A4大型で薄い本、549円）
※ 受講料は前払。途中参加OK、残りは次クールで受講。
※ 1月の開催日は変則です、ご注意ください。



講座番号 21-12-00-2 時間 講座番号 21-12-00-4 時間

受講料 受講料

講座番号 21-12-07-1 受講料 講座番号 21-12-00-5 時間

開催日時 受講料

【予告】1月に「PayPay入門講座」を開催します。

日本郵便の「はがきデザインキット」で

　　　年賀状を作ろう！

１回　3,000円　（2時間以内、延長可）

スマホで分からないこと、困ったことなどがあれば、いつ
でも、何でも相談出来る相談会です。チケット制ですの
で、いつでも、必要な時にご相談ください。

会 場

◆ゆうちょ銀行から（振込先が変わっています）下記メールまたはLINEから

会 場 or
リモート

　スマホで困ったら

　　　　スマホ ミニ相談会

　1回20分、３回分チケット 1,500円

日時は相談1,000円

自宅や人材センターのパソコン・ルームで、パソコ
ン、スマホ、タブレットの個人レッスン、各種設定作
業、障害対応などを行います。

日本郵便の無料アプリ「はがきデザインキット2022」
（Web版）を使用して、パソコンで年賀状を作ります。
PCを持参して下さい。①、②、③の内容は同じです。

【受講料の振込先】

【PC・スマホ・タブレット】
　　　　個人レッスン

会 場 or
リモート

　パソコンの操作に困ったら

　　　　パソコン ミニ相談会

【お問い合わせ】

　　口座記号番号 　00920-5-213182

◆銀行から（振込先が変わっています）

　ゆうちょ銀行　〇九九　当座　0210382

　pc-info@googlegroups.com
　西宮パソコン教室　　口  座  名  称

【申込】

　https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7

下記URL、LINE、左QRコードから

①11/29 ②12/7 ③12/16

日時は相談

　1回20分、３回分チケット 1,500円

パソコンで、困ったことなどがあれば、いつでも、何
でも相談出来る相談会です。チケット制ですので、い
つでも、必要な時にご相談ください。

13:30～15:00

日時は相談

◆日頃からパソコンやスマホを使っている方々が、月２回集まって、

面白い使い方など、気軽に集まって講師を中心として情報交換するサロンです。本を

読むより聞いた方が早い。有益な情報や知識が得られるかも。皆様から寄せられる疑問

毎月

第1・３

水曜日

◆あと数年で、ガラケーが終了。デジタル化に取り残されないように、

スマホが使えるようになりましょう。卒業したら「スマホサロン」へ。

市販の安い（480円）のテキストを使い、月２回、３か月間。

毎月

第２・４

月曜日

◆日本郵便の無料のアプリ「はがきデザインキット2022」（Web版）を使用

◆パソコンで、簡単に、直感的に、年賀状（通信面のみ）を作れます。

https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7
https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7
https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7
https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7
https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7
https://forms.gle/Z9nG3FYTi2AgF5Vo7

