
 

  

パソコン 
だより 

２０１５年４月号 

が必要なのだそうです。 
ＷＨＯは、音楽などを大音量で長時間聴く習
慣のため難聴になる恐れがある若者は世界で
約１１億人に上ると指摘しています。 
それでなくても、耳は血流が悪くなるだけで聞こ
えなくなる危険性のある繊細で大切な器官で
す。人の多いところでも好きな音楽が 
楽しめるのは嬉しいものですが、あまり 
長時間はイヤホンに頼らないよう 
気をつけましょう。 
また、イヤホンの音量もあまり 
大きくしすぎないように気をつけると 
良いようです。 
何でも、使いすぎはいけないんですね。 

世界保健機関（ＷＨＯ）が、「スマートフォンや
オーディオ機器で音楽などを鑑賞する場合は、
聴力を守るため１日１時間以内に控えるべき」だ
との指針を発表しました。 
パソコン・タブレット・スマートフォン・音楽プレー
ヤーで、音楽だけでなく、マイク付イヤホンが
普及したことで通話やゲームにも活用するように
なってきた昨今ですが、耳のためを思うならイ
ヤホン使用は長時間にならないように気をつけ
た方が良いようですよ。 
また、大音量の音楽などが流れるナイトクラブ
やバー、スポーツイベントに頻繁に行く人も注意

なかなか一般家庭には普及しないタブレット
PC！ それはなぜ？ 文書作成などビジネス 
シーンでは普通のパソコン、手軽に持ち運ぶに
は、スマートフォン。どうやら中途半端 PC らし
い。でも、小学校などの教育現場では、黒板
の表示や配布プリント代わりに利用されている
ようだ。 
近未来には一人一台のタブレット PC に教科書
もノートも詰め込んで通学をめざしているとか、
ランドセルもいらないって？アナログ人の私は少
し寂しい気がするが、子どもがぶん投げても踏
んづけても壊れないような、タブレット PC が開
発されてから考えても遅くはないか・・・ 

先 生 

Ｔ・Ｙ先生 

私たちは、教室の中だけでパソコンを
操作できても意味がないと考えていま
す。せっかくパソコンを学ぶのだから、
教室以外でもどんどん活用してほしい！ 
ご自身のノートパソコンの持参も大歓迎
です。パソコンを生活の便利なツールと
して使いこなせるようになりませんか？教
室で何度同じ質問をされてもかまいませ
ん。何度でもお答えします。 
わたしたちはみなさまのパソコンライフを
応援しています。 
ぜひ一緒に学びませんか？ 
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クラスは個別指導なので、1人 1人目標
や通っている期間が違います。 
そのため、様子を見てお声がけをした
り、時には一緒に目標を考えたりなど、
講師との距離を近くに感じてもらえるよう
心がけています。 
みなさんがパソコンを身につけてくださる
と、こちらもとても嬉しいです。 
これからも気軽にお話をしたり、やりたい
ことのお手伝いをしたいと思っています。
パソコンだから難しそう…と構えたりせ
ず、気軽な気持ちでお越しください。 

Ｎ・Ｓさん 

こんにちは。教室で受付ス
タッフをしています。 
みなさんの笑顔に日々癒さ
れつつ、過ごしやすくしてい
ただきたくて毎日がんばって
います。 
パソコンのことはわからない
ことのほうが多いですが、
教室のことならなんでも聞
いてくださいね！ 

こんにちは！受付スタッフを
しながら、サブ講師として
授業のお手伝いをしていま
す。みなさんとても優しく接
してくださって、わたしのほう
が人間として学ばせていた
だくことが多々あります。 
みなさんと一緒にのんびり
楽しく勉強できたらと思って
います。 

受付兼サブ講師をやってま
す！メイン講師の先生には
かないませんが、教室にお
越しくださったみなさんのお
手伝いを精一杯させていた
だこうと日々奮闘していま
す。 
どの先生も、とてもわかり
やすくてやさしいのでとても
楽しいです！ 

Ｋ・Ｍさん Ｓ・Ｈさん 

受講回数は週１回ペースで 
月４回（８,４００円）が標準ですが 

３回（６,３００円）・２回・（４,２００円）１回（２,１００円）の 
各コースもございます。ぜひご相談ください。 

阪神尼崎駅より徒歩 5 分

市バス･阪神バス･阪急バスでもお越しいただけます

尼崎市昭和通 2-6-68 （アルカイックホール南側）
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トピックス 

スマホを選ぶ際、だいたいはｉＰｈｏｎｅとＡｎｄｒ
ｏｉｄのどちらかを選ぶことになるのですが、ｉＰｈ
ｏｎｅは修理やサポートを行なうアップルストア
の数が少なく、また住宅街から遠いため、修理
となると大変というので選びにくい機種でし
た。ところが今回、全国各地のイオンモールに
アップル専門店「NEWCOM（ニューコム）」をオー
プンすることになったのです。 
心斎橋や三宮まで行くのが難しい方も、今後は
ｉＰｈｏｎｅを選びやすくなりますね！ 

スタッフ 



 

教 室 

教室内では、個別に授業を実施
しています。 
おひとりおひとりがご自分のペース
で進められていて、その中を２名か
ら３名の先生たちが順番にみてま
わっています。 
難しいところは、一緒に操作して着
実にパソコン操作を身につけてい
ただきたいと常々思っています！ 

自営業のＭ・Ｔさん（70 代女性） 

スマホでネットやメールなどは利用
していたのですが、息子が海外で
結婚してそのお嫁さんと、なんとか
コミュニケーションをとりたいと思って
いました。息子に勧められた通訳ア
プリは使い方が難しいと敬遠してい
たのですが、息子は海外にいるの
で頼れず・・・先生に教わったおか
げでメールできるようになりました！ 

会社員のＯ・Ｋさん（60 代女性） 

スマホを買ったものの、電話とメー
ルくらいにしか使ってませんでした。
特に、趣味のハイキングの際乗り換
え案内やルート検索をしたいとは思
ってたんだけど、開いてみてもよくわ
からなくて・・・先生と一緒に使い方
を勉強できたおかげで、今後は友
達をスマホで案内してあげられそう
です。 

会社員のＡ・Ｎさん（50 代女性） 

初めて授業を受けたあと知ったの
ですが、メモ帳やスケジュール帳の
アプリがあるんですね。常に携帯し
ているスマホをメモ帳にしたら、どこ
に書いたかわからなくなる心配がい
らないんじゃ？と２度目の授業で先
生に聞いたらそのとおりで、その日
は急遽、メモアプリのインストールと
使い方を教えてもらいました！便利！ 

主婦のＮ・Ｍさん（60 代女性） 

普段からそれなりに、スマホを活用
しています。ですが気づけば家族も
友達もメールや電話じゃなくＬＩＮ
Ｅ。いったいＬＩＮＥってなんなの！？
と訴えても娘は面倒がって教えてく
れない・・・他にも知りたいことある
のに！というわけで先生を頼ってみ
たところ、使い方からインストールま
で全部まとめて解決できました。 

主婦のＭ・Ｙさん（60 代女性） 

インターネットのプロバイダ契約を
したときにタダ同然でもらったタブレ
ット。みんなが便利っていうのでさ
わってみたいけどなにがなんだかわ
からず、放置していました。 
マンツーマンで一から勉強できて、
知りたいこともいろいろお聞きできた
ので、これからはどんどん活用でき
そうです！ 

会社員のＹ・Ｎさん（70 代男性） 

自宅にはパソコンがなく、もらいも
ののｉＰａｄしかないのですが電源か
ら何から使い方がさっぱりわからず
ほこりを被っていました。 
電源など基礎中の基礎から、メー
ル・インターネットの使い方まで懇
切丁寧に教えていただいて、いつで
もどこでも連絡ができ、ネットニュ
ースを読めるようになりました！ 

アルカイックホールの真向かいにあ
る、尼崎市中小企業センターの５
階、エレベーターを降りてすぐのとこ
ろにパソコン教室はあります。 
入り口にはわかりやすく、大きくパソ
コン教室と書いてあります。 
入ったらすぐに受付があります。 
見学でも申込でも、お気軽にお越
しいただけるのをお待ちしています！ 

仕事で実践的に使えるパソコンのあれこれ、パソコン
資格取得の応援をしています！ 
対応資格―― 
・日商 PC 検定試験 ※当教室で受験できます 
・マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ） 
・サーティファイ検定 

風景、人物、運動会、学芸会、動いているもの
をきれいに撮りたい！  
そんなふうに感じたことはありませんか？ 
プロとして活躍中の先生をお呼びして、プロの
目線で解説します。 
コンパクトデジカメの方には一眼レフカメラに迫
る写真撮影について解説します。 
一眼レフカメラの方には、隅々まで美しい写真
の極意を解説します。いつか究極の一枚を撮
影しましょう！ 
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最初の一歩はこちら。 

開講日時：第２第４水曜

9：00～10：20（80 分）

月謝 4,200 円（税込） 

お勤め帰りに。 

開講日時：第２第４火曜

18：15～19：35（80 分）

月謝 4,200 円（税込） 

※他クラスは別途お問い合わせ下さい 

ロボット教室 

あのキロボやロビを作った、今話
題のロボットクリエイター高橋智
隆先生が教材監修をした、ロボ
ットを作成する教室です。 
小学生のお子様を対象に、さま
ざまなロボットをつくることで、理
科系への基礎力・ 
空間認識能力を無理 
なく身につけて 
いただける講座と 
なっています。 
現在、随時 
体験講座を実施 
しています！ 

せっかく持っているパソコンを、使い道がないからと置
物にしてしまっていませんか？ 
タブレットよりも大きな画面でゆったりと、ネットショッ
ピングやカレンダー・カード作成など、パソコンは無限
に楽しめます。 

最初は電源の入れ方から
ひとつひとつ、 
順番に着実に勉強していき
ましょう！ 

事 例 

パソコン教室は、テキストを見ながらご自身で進めつ
つ、難しいところやわからないところを先生と一緒に操
作していく授業なので、ハガキ・ホームページ・仕事の
制作物・パソコンが不調・買ったノートパソコンの初期
設定ができないなどの、限定的な内容に対応しにく
くなっています。 
そこでマンツーマン授業です。 
ご自身と先生の間で次回の日程などもご相談いただ
けます。お友達と一緒に受講する、といったことにも

スマホやタブレットを買ったものの 
いまいち使いこなせていないと感じていませんか？ 
スマホやタブレットの基本的な使い方から、メール・カ
メラ・LINE、Facebook・Twitter・画像送信・迷惑メー
ル防止などなど、皆様のしたいこと・困ったことを解
決する講座です。 
ご自身の持ち込み機器を使用して、先生と１：１で学べ
ます！ご自身と先生の間で次回の日程などもご相談
いただけます。 

60
分
×
2
回 

開講日時：応相談 

月謝 9,900 円（税込） 

※チケット制：2 回分 

対応します！ 
あなたのための、 
あなただけの授業です！ 

同機種をお持ちになる場
合はお友達・ご夫婦など
２名で受講が割引価格！ 

60
分
×
2
回 

開講日時：月～金曜 

15：30～16：30（60 分） 

月謝 9,900 円（税込） 

※チケット制：2 回分 


