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平成30年の主なイベント活動 

１．平成30年度定時総会を開催 

平成30年6月23日(土)平成30年度定時総会及び懇親

会を多賀市民プラザ1階小ホール2で開催した。 

平成29年度の事業報告・決算報告があり同年度末3月

の会員数は138人で前年初より23人の増加であった。 

その後、平成30年度の事業計画・予算案が審議された

結果可決され、役員の理事・監事および顧問は定款に従

って全員が留任した。 

総会の後に、映画「ある町の高い煙突」にちなみ島崎

和夫氏(元郷土博物館学芸員 現郷土ひたち文化研究会

員 写真下）から「桜と大煙突」と題したご講話をいた

だく。今でも桜と大煙突は町を守ってくれた誇りであり、

先人たちの努力の結実と歴史のお話しをいただいた。 

その後懇親会は場所を移して、レストラン「ウッディ

ー」で開催した。いつも

は料理班の女性会員の

方々からも「楽しく美味

しいものをいただきまし

た」と好評だった。 

２．日立市主催のパソコン・スマホ無料相談会 

9月27日(金)10時～15時まで日立市役所1階の101会

議室で市主催のパソコンとスマホの無料相談会が開催

された。Cnetのパソコン教室の講師など14人が相談員

をつとめた。相談会には市民26人が訪れた。 

主催をした日立市行政マネージメント課からは、 

「市民の方も皆さん笑顔で喜んでいる姿を見て、相談会

を開いたのはよかった。相談員の皆さんにはお疲れさま

でした」と最後に挨拶があった。 

 

３．県北フェスティバルに参加 

9月30日県北生涯学習センターで開催の「県北フェス

ティバル2018」に参加した。定番の名刺にメッセージカ

ードを新たに加えた「簡単！楽しい！名刺＆メッセージ

カード作り」を実施した。今年は台風接近の雨模様の天

気で、一部の企画を省略するなどの影響もあって、フェ

スティバル全体の参加者も少なくなる中で、約105名の

参加があった。 

「Cnetなでしこグループ」の皆さんが中心となり、「パ

ソコンで、自分だけの名刺作り」を実施した。会場の3

階パソコン室への参加者は、終了間際まで途絶えること

なく続き、大変よい地域貢献活動ができた。 

 

 

 

平成30年NPO法人コミュニティNETひたちの活動報告 

 
平成30年度の事業計画と取り組み方針 

1. ICT で地域社会に貢献する課題の掘り起こしと提案活動 

2. 最新ICT技術の習得とスキル向上をめざした新規講座の開設 

3. 会員の交流拡大と活力に満ちた環境作り 

の3つを重点活動方針として、世代間の情報共有を楽しみながら、「シニアの報酬は、相手の笑顔」 

「シニアの生きがいは、人や地域のお役に立つこと」を堅持していく。 

県北生涯学習センターで 

県北フェスティバルに参加したメンバーと活動状況 
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４．映画『ある町の高い煙突』制作支援 

 5月10日映画の撮影が開始された。6月3日にはクラン

クアップして、8月には定尺（撮影したコンテンツを切

ったり貼ったりして一本の映画にまとめたもの）が完成

した。さらに音楽、CG（コンピュータグラフィック）を制

作して2時間10分程度の映画に仕上がった。 

映画「ある町の高い煙突」制作委員会と応援する会の

主催で、平成31年2月2日

（土）に日立市民会館と共

楽館（現日立武道館）で、

協賛をいただいた方々を

対象に、先行して映画館上

映されることになった。 

また、同年6月には全国

ロードショー開幕の運び

となった。（以上は映画「あ

る町の高い煙突」を応援す

る会のホームページより

引用した） 

 

情報通信技術の普及と地域社会への貢献 

平成30年度末までの受託パソコン講座＆事務所パソ

コン講座の累計実績は、平成14年以来、受講者数は

16,500人、講座数2,142講座となる見通し。 

１．事務所パソコン教室 

・１年間の講座実施状況 

本年12月まで、144講座が開催され、受講生は延べ433

名であった。 

昨年10月から開始されたWindows10パソコン入門、

スマホ講座のほか Word、Excel、 PowerPoint 、

PhotoShop、キッズプログラミングなど多彩な分野で、

初級から応用レベルまで担当講師それぞれが工夫を凝

らした内容の講座が実施された。 

各週に開催された主な講座な下表のとおり。 

・スキルアップ講座 

今年もパソコン講座の講師および講師希望者を対象

としたパソコンスキルアップ講座を実施した。 

Excel2016応用に16名、Word2016応用に10名が参加

した。指導は宮垣久典講師が担当した。 

主な講座内容は下表のとおり。 

 

２．受託パソコン講座・講師派遣 

・県北生涯学習センターパソコン講座 

本年は、県北生涯学習センターからの受託講座として前

期2講座、後期2講座の計4講座が県北生涯学習センター

で実施され、前期26名、後期32名、合計58名が受講し

た。 

テーマ 主な講座内容（抜粋） 

Excel2016 
上級 

① INDEXとMATCH関数の応用例 

② 実用的なExcel関数の各種応用例 

③ SUBTOTAL関数の応用例 

④ その他各種関数の応用例 

Word2016 
応用 

① 宛名差し込み文書の作成・印刷 

② 見出し、スタイルの活用 

③ 文書の構成、コメント挿入、変更履歴

を使った校閲 

④ Wordのレイヤーと図形、図の配置 

⑤ Wordでバーコード、QRコード作成 

⑥ 図形、文字、形式などを選択して貼付

ける各種応用例 

コース 講座名 

火
曜 

午前 
Photoshop Elements 

パソコン製本講座 

午後 パソコンとExcelの便利な使い方 

水
曜 

午前 シニアのためのプログラミング（スクラッチ） 

午後 
Windows10 パソコン入門 

スマートフォン入門＆活用 

木
曜 

午前 Word2010応用/個別指導 

午後 キッズプログラミング（スクラッチ） 

金
曜 

午前 Word&Excel2016 初歩から活用 

午後 
PowerPoint2013基礎＆活用 

Wordドリル 

ホテルテラスザガーデン

水戸で協賛金募集活動 

（計算制御会で） 
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県北生涯学習センターパソコン講座風景 

 

３．日立市職業探検パソコン探検少年団 

H29年度は団員9名（小学生7名、中学生2名）が入団、

5月21日に入団式、活動前半はパソコンの基本学習、楽

しいプログラム作り体験や日立製作所大みか事業所見

学などを実施した。後半は「情報検定（J検）」講習会を

実施し、情報検定（J検）試験に挑戦して団員9名全員が

受験、5名が見事「J検3級」に合格した。 

IT企業の製造現場の見学    パソコンの解体組立作業 

４．多賀図書館パソコン友の会 

Cnetでは2012年より多賀図書館第4研修室に15台の

パソコンを設置している。利用者は「パソコン友の会」

に入会して各自主グループに貸出しを行っている。 

2017年12月現在は、11の自主グループ、約40名が利

用している。また、ひたちパソコン探検少年団もここを

拠点に活動をしている。 

 

多賀図書館第4研修室にて 

 

 

５．ホームページの制作と維持管理 

 Cnetのホームページ作成ワーキンググループは昨年

に引き続き次のサイトにホームページの維持とアップ

デート作業を担当している。 

 ・ひたちインターネット美術館 

 ・日立市教育研究会 

 ・たかはら自然塾 

 ・日立市職業探検少年団、その他 

 ・ある町の高い煙突―協賛申込ページ付き― 

 ・NPO法人インパクト（新規） 

 ・その他、計9サイト 

６．ひたちインターネット美術館 

 第54回日立市美術展覧会が日立シビックセンター、

マーブルホールで開催された。各部門からの作品77点

の申し込みがあり掲載した。第40回の市展からの掲載

作品数は約1,400点が収録され、 

 

ホームページ「ひたちインターネット美術館」 

URL: http://www.hitachi-museum.com/ 

から閲覧することができる。 

 スマホやタブレットからの閲覧が容易

にできるよう今回よりホームページへの

掲載方式に「レスポンシブルWebデザイン」を採用して

リニューアルした。 

７．Cnet製本工房 

本年は、会員の塚本美智子さんが『フィガロの結婚』

2冊を編集し自家製本、『塚本恭史回顧録』全7巻が完成

した。全7巻は10月に日立市記念図書館に寄贈した。 

 10月12日に日立市記念図書館に寄贈された7巻 
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会員交流の場づくりと趣味の会 

１．パソコン技術交流会 

パソコン中級者も楽しめるような、パソコン関連最新

技術動向の紹介を中心に、2か月に一回開催した。 

開催回数と月/日とテーマは下表のとおり。 

45回 

2/26 

Wi-Fi活用（その6） 

スマホやパソコンとTVをWi-Fi接続など 

動画配信サービス、Chromecastなど 

46回 

4/23 

Windows10の最新動向と使い勝手の改善 

Win10アップデート状況とトラブル事例 

47回 

6/25 

Bluetooth（ブルートゥース）の最新動向と

活用事例 

48回 

8/27 

AI先端企業アマゾンの動向とビジネス戦略 

アマゾンの生い立ち、ビジネスの特徴紹介 

49回 

10/22 

AI スピーカーの技術動向と実例紹介 

AI スピーカー代表機種使用実例紹介 

50回 

12/24 

人工知能の仕組みと作り方の実例紹介 

「機械学習」「プログラミング言語」解説 

「ニューラルネットワーク」解説と実例 

 

 

第47回「Bluetoothの最新動向活用事例」の講座 

２．パソコンを楽しむ会 

2009年に始まり本年11月で58回の開催となった。担

当は「なでしこCnet」の8名の女性講師陣。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンを楽しむ会の開催月/日とテーマ 

53回 

1/15 
ファイルの整理とフォルダの管理 実践編 

54回 

3/12 

アイロンプリントを使った オリジナルエコ

バッグづくり 

55回 

5/7 
オリジナルの音楽CD作成 

56回 

7/9 

暑中お見舞い葉書作成 ～グラデ―ション

の活用・絵葉書作成 

57回 

9/10 
チラシの作成 

58回 

11/12 
もう一度楽しむ講座 

３．俳句同好会 

 毎月第3水曜日に俳句会を開催している。本年1月よ

り句会の主宰に鈴木信行先生（日立市俳句連盟会長）を

お迎えして今年の初句会を開催した。 

初句会での鈴木信行先生の選句は次の通り。 

ふるさとの小豆南瓜や冬至かな 正 

喜寿の世も健やかなれや七草粥 孝 

波除の茅の輪もくぐり初詣 興洋 

初句会新たに主宰迎へけり 芳洲 

笹鳴きや海青々と広がれり キミ子 

あの人よほらあの人よ春かすむ 仁志 

リンゴのような嬰嬰(やや)の可愛いあくびかな 光夫 

年暮るるこの一年の青き景 典男 

４．デジタル写真同好会 

 毎月第1水曜日に月例会を開催している。 

6月10日撮影会は鎌倉の長谷寺や円覚寺を散策した。秋

は浅草、東京スカイツリーなどを巡るはとバスを利用し

て撮影会を開催した。日立市展では会員10人が作品を

出展し次の作品ほか2点が入賞した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 回パソコンを楽しむ会 

－アイロンプリントを使っ

たエコパッグづくり－ 

56 回パソコンを楽しむ会 

－暑中お見舞葉書の作成－ 

宮原養治侶 作品『仲良し』 

(公財)日立市民科学文化財団理事長賞 
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５．Cnet春の交流会 

 4月2日（月）熊野神社の満開の桜の下、毎年恒例の春

のお花見会を開催した。この日はもう花びらがひらひら

と舞い散っていましたが、お弁当の上に花びらがのって

とても風情がありました。 

 社務所での二次会では、檜山さんの「腹話術」のご披

露がありました。 

 

６．Cnet秋の交流会 

10月1日（月）11時からイタリアンレストラン ウッ

ディーで開催した。今年は、ハーモニカアンサンブル

「ハーモニーフレンズ」の皆様をお招きしての楽しい

交流会となった。懐かしのメロディー・演歌・唱歌な

ど、ハーモニーフレンズの演奏に合わせて皆で合唱し

ながら楽しいひと時を過ごした。

 
 

 

 

 

 

 

７．平成 30年の忘年会を開催 

12月10日（月）12:00～15:00割烹寿々木で「忘年会」

を開催した。 

宴会に先立ち、会員の新井康彦氏より資料もたくさん

用意していただき「最近の米中貿易戦争について－日本

を取り巻く情勢－」と題して講話をいただく。 

 宴会には男性24人、

女性15人全39人の出

席があり盛会だった。 

右の写真は講話中の

新井康彦さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 本年末時のCnetの会員数は124人。うち男性が66人

女性58人とほぼ同数で、女性活躍の場になっているの

は嬉しい。同時に高齢化も進んでいるので事務所2階に

あるCnetパソコン教室への階段には手すりを設置した。

ケガをされないようお元気でパソコン教室へ通ってく

ださい。       2019年1月21日  （久保） 

 

ハーモニーフレンズ 三本締めで閉会 

忘年会で女性も多く出席して、乾杯！！ 

会員から寄贈された

コーヒーメーカー。 

もう一つ事務室にも

あり、カフェシーネット

での懇談に利用して

います。有難うござい

ました。 

安全のために入口階段に 

新設された手すり (1/31) 
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