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タイトル 「SITA町田会」アンケート結果

「私たちの街のホームページ」とコミュニティ・ビジネス

    ー地域のホームぺージの立ち上げを考えるー

タイトル ホームLAN 巻田文男

Windows XP HOME Editionにより家庭内LANをPeeaｰtoｰPeea方式

で誰でも容易に設定できる。

Webデザインを考える HP作成のための手順を詳細に説明。

  　～ホームページ作成のチェックポイント～

初級ネットワーク講座

　  ～コンピュータのデータがきちんと届くまで～

「日経パソコン2002年2月4日，3月27日，4月12日号」の記事を中心に

リカバリー環境について概説。

関数の楽しさ ご自身の「Golfスコア管理表」からスタートし，様々な関数を使うことから

　  ～とても楽しい世界にご案内します～ 発展し，講座テキスト管理に便利なファイルなどを作成する。

ブログについて ブログの開発から具体的な機能までを紹介し，開設にあたっての多くの

 (資料）造ろう市民のITセーフティネット，なくそうデジタルデバイド 情報を提供。　　　　　　　　　　　　　　　情報ボランティアの会（八王子）

ビデオ編集に関して，関連ある知識を学び，必要な機器やソフトを確認。

具体的な方法の指導があった。

映像の効果と役割 映像の歴史を踏まえ，映像編集の基本となる「モンタージュ理論」に触れ，

　 　～モンタージュ理論から～ 映像表現の法則を確認した。

自社のビジョンン紹介から映像・音声・音楽チャンネルの紹介に加え，

新たな生活スタイルに及紹介があった。

ファイルなし

おもちゃとパソコン おもちゃの歴史に始まり，おもちゃの病院の開設から活動状況を具体的に紹介し，

　　～壊れたおもちゃとパソコンの修理～ 様々な具体例を通し，PCでも診察・診断・治療には根気が重要と指摘。

ファイルなし

「世界（物質界、生物界および人間界）に存在するすべての実在は

システムを成す」を仮説を立て，システム理論を基準に展開。

最近のネットワークの話題

　　1. SoftEther　　　　　　　　2.Skype

定例会・懇親会のあり方および会の運営等について 10月幹事

--- アンケートと意見箱への投稿の結果  ---

ファイルなし

ファイルなし

タイトル ファイルなし

タイトル ファイルなし

タイトル ファイルなし

大進化を遂げた！　Office 2007 Office2007の3つの大きな変更点を中心に具体例を挙げながら報告。

　　～ β版の試用報告 ～ また，ファイル形式やExcel新関数も紹介した。

色の調和と配色について説明があり，最後に配色の基本について

まとめた。

アクティブSITAの事業の一環としてNPO法人「特養ホームを良くする

市民の会」から受注した結果報告。

様々なhtmlメールのサンプルと楽しさの紹介。

カシミールの持つ様々な機能を紹介した。

情報通信の「送信」に視点を置いて，送信データについての検証。

Illustratorを使って具体的なタイトル作成について説明。

デジカメ写真をネット上に保存，Google検索便利帳，ネットオークション。

2005年  (H17)

9月

タイトル 眞下修身

タイトル 島田よし恵

マイリカバリー環境タイトル

川上拓

鈴木高美

遠藤光治

森　隆

遠藤光治

2004年  (H16)

タイトル Windows ネットワーク

タイトル

タイトル

11月
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2003年 (H15)

タイトル パソコンによるビデオ編集紹介 眞下修身

タイトル

LANケーブルの加工（体験実習）タイトル

菊池剛志

巻田文男

5月

6月

7月

8月

以下，表では次のようにセルに色付けしています。
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10月

ネット便利帳

RJ45コネクターのケーブル接続を体験し，専用の工具を使い体験をした｡

12月

3月

4月

11月 タイトル

タイトル

タイトル

12月

タイトル

タイトル

hpタイトル作成

佐藤　一

タイトル
世界初　移動体向け衛星デジタルマルティメディア放送
　「モバHO！」のサービス

モバイル放送
株式会社

5月

カシミール3D入門

タイトル

報告・津田，加藤・
胡桃・中川・石渡

タイトル

有料老人ホームに関するアンケート調査結果の冊子化支援タイトル

色の調和（相性）と配色

2月

3月 タイトル

10月

12月

石渡　宏

タイトル システム概念と社会科学 津田順司

タイトル

タイトル

9月

2006年  (H18)

タイトル

1. SoftEther 2.Skypeの技術的な側面から具体的な説明。

電子入札関係の資料あり

巻田文男

6月

7月

4月

5月

6月

7月

12月

2月

11月

3月

町田商工会議所の建設業部会を基に電子入札手順を詳細に説明。

3月

西脇文雄

森　隆

菊池剛志

4月

8月

鈴木高美

11月

菊池剛志

htmlメール作成

8月
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経理処理をスムーズに行うために，さまざまな工夫がなされ，各種書類

の提示により経理処理の分析により実施。

Linaxの歴史と特徴を踏まえ，詳細な機能の紹介と同時にWindowsとの

比較検討した。

タイトル ファイルなし

タイトル ファイルなし

巻田文男 BWA ・・・高帯域無線アクセス。(IEEE802.16　2.5GHZ）

川上拓 FON･･･個人が構築した小規模な無線LANを共有し，無線ネットワークを築き上げる。

PHPの誕生から今日に至るまでを概観し，その特徴やプログラム例を紹介｡

様々な機能パッケージ案の紹介があった。

今回の紹介ソフトはパソコンを一般的に使う場合のもので、音楽・動画・DVD・

セキュリティ・HP・プログラム編集・趣味等のソフトの紹介ではない点、

ご了承お願いします。

自作機の紹介に合わせ，日経PC21 2007.10月後を基にDドライブの利用

を推進。

FONを用いたLANの構築

NASによるデータ共有と保全

Vistaで変わるWindowsネットワーク 巻田文男  Vistaで強化されたネットワーク機能。

FTPサーバーおよび会員サイトの構成 事務担当

これからの情報化社会 ユビキタス社会を迎え、IPv6への移行、放送と通信の融合，端末と

   　～ネットワーク構築の必要性～ 記録メディアが課題。

「ビデオ(動画)」「FLASH」「写真スライドショー]

「マーキー」「レーザーテキスト」「アニメーション」等

私のPCの問題　2題 梶川信宏

アクティブSITAのIT利用状況

経理処理における部門別設定

自宅サーバーを作ろう　第1回

  　～古いPCで無料の自宅サーバー構築～

あいおい損害保険株式会社の

　　「NPO活動総合保険」への加入

Eee PC9001Xの改造

　  ～C:SSD4GBから64GBへ～

Windows 7の新機能 Windows7の新機能。

　  ～聞かれても恥をかかないための基礎知識～

受付票から見えたもの つくし野相談室閉室に伴い，過去6年間の受付表を石田氏

　  ～相談室6年間のまとめ～ と共に整理集計しまとめた。

NetCommons 紹介

がん克服、手術回避の経験。

Windows Vistaのイメージ・データバック

Web開発言語「PHP」について

Eee PC 901Xのメモリ増設、SSD換装。

藤本正文

川上・巻田

動くHPの試行錯誤

5月

佐藤　一

3月

4月

9月

8月

11月

3月

4月

タイトル

タイトル

5月

巻田文男

タイトル

病気経験者の体験談

タイトル Excel VBAについて

タイトル

長岐芳郎

タイトル

西脇文雄

タイトル

8月

6月

7月

3月 タイトル

タイトル

タイトル12月

2月

11月

タイトル

9月

タイトル

タイトル

2月

2009年  (H21)

タイトル

タイトル

菊池剛志

佐藤　一

8月

5月

6月

7月

8月

タイトル

Excelとデータベース

ちょっと便利なフリーソフトの紹介

2008年  (H20)

土屋和彦

7月

長井賢治

研修会　：　自作PC＆Vista改造
遠藤，石渡，西脇，眞
下

タイトル

6月

2月

4月

広瀬瑛一

長井賢治ホームページとJava Scriptタイトル

動画とストリーミングタイトル

タイトル

タイトル

 お客様のホームページを作成した体験記。

自宅サーバー構築準備。

太田信行

事務担当

徳光・長岐

荒木　衛

12月

アクティブSITAの経理処理をスムースに行うため 遠藤光治

岡村丈夫

2007年  (H19)

タイトル

タイトル9月

タイトル

自作PCと改造PCの組立とVistaOSの立ち上げ実習。

11月

タイトル

12月

Linax入門タイトル

BWAの紹介　／　FONの紹介

タイトル ホームページ作成体験記

眞下修身

ITを支える半導体 梶川信宏

動画の種類とコーデック、ストリーミングとの違いなど。

動的ホームページに欠かせないJSの事例。
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総務省21年度オンライン申請

  　～サポート事業プロジェクト総括～

つくし野相談室閉室に伴い，アクティブSITAとして相談室をどう考えるか」

をアンケート結果に基づき報告した。

パソコン講師のつぼ　(その1)

　  ～講師を実施するための基礎知識～

町田市文化・国際交流財団　理事長

（前町田市副市長）

パソコン講師のつぼ　（その2）

　  ～講師を実施するための基礎知識～

三鷹のNPOに参加され実践された経験の紹介。

シニアSOHO三鷹校　校長

1.新会員専用サイトの運用に向けて-1 巻田文男

2. 新会員専用サイトの運用に向けて-2 巻田・小林・中村

3. NetCommonsユーザカンファレンス2010の報告 荒木

iPad体験会　～Wi-Fiモデル～

当会諸手続きの解説。

　事務（森）、経理（遠藤）、相談室（梶川）

進捗状況及びNetCommonsの

　　　　　　　　　　カスタマイズ部分説明。

赤外線検知器の構造、赤外線センサの構造・動作、

レンズの解説。

「みちびき」の特徴、位置づけなどが詳細に紹介された。　

また、測位原理についても解説された。

何故日本の半導体は落ち目になったのか？

中国の半導体業界はどうなるのか、について解説。

パソコン相談室報告 中村　理

　～Ⅰ 全般状況　　Ⅱ　事例紹介　～ 広瀬瑛一

菊池・橋口 Webアプリの概説およびWebメールSkyDrive、

川上・巻田  Evernote、Panoramioの実演デモでの説明。

ラサからカトマンズへ、チョモランマをはじめ 8000m  の

山を眺めながらのトレッキングの 様子。

ワイヤレス通信よもやま話  スマホ時代の無線LANの歴史、技術、最近の話題など

  　～特集「100メガ時代のモバイル通信」を読みこなすために」～ について詳しく解説。　　「日経パソコン」　3月12日号

「PHP+MySQL」勉強会で習ったことをベースにして

会員向けJOB登録WEB化。

メインフレーム時代の思い出

　  ～富士通－IBM紛争～

パソコン相談室報告 中村，広瀬，菊地(健)，鵜野，黒瀬，菊池(剛)

　  ～Ⅰ 全般状況　　Ⅱ　事例紹介　～ 各氏よりバラエティーに富んだ事例発表があった。

Windows 8はこんなOS

　  ～革新的なOSに変貌～

アプリケーション開発においてオブジェクト指向が必要になった背景、

オブジェクト指向とはどのような事柄なのか、オブジェクト指向プロ

グラミングはどのような仕組みなのか？

パソコンはどこまで速くなるのか プロセッサの進歩と限界、「チップのトランジスタ数は約2年で

　  ～プロセッサの進歩と限界～ 倍増する」等の見通し。

代表理事 彩SITAの事業と活動について、豊富な資料と実体験事例

渡辺 明洋(外部講師)に基づいた講演 。        　　　　　 NPO法人 彩SITA

「Show My PC」のインストール説明、講師役と生徒役との

PCでの実演デモの実施。

彩SITAの活動と事業

iPad何がすごい？　　～その魅力とは～

電子部品の接合力評価の実務紹介。

パソコン相談室運営グループ。

荒木　衛

遠隔支援ソフトウェア「～Show My PC～」の紹介と実演

4月

5月

3月

4月

5月

6月

7月

2012年  (H24)

公開サイトリニューアルの説明　（第2回）

中村　理

山上喜久男

梶川信宏

菊地　健一郎

巻田文男

タイトル

今年10月発売予定の　Windows 8について紹介。

5月

4月

岩崎治孝　(外部講師)

社会参加し、コミュニティを醸成し、貯筋しよう。

タイトル

タイトル 生涯元気でみんなで地域づくり

2月

菊池剛志

山根　明　（外部講師）

9月

橋口真理子

7月

8月

11月

タイトル

8月

眞下・前原

タイトル

12月

ケーススタディーと模擬講師テストの実習。

菊池　剛志

遠藤光治

古田土　明

“Road LAHSA to KATHMANDU”

HP”みどり山の広場”with アクティブSITA

12月

タイトル

IT資格を取って地域にもどろう

6月

7月

8月

9月

11月

12月

タイトル

タイトル

タイトル

Webシステム　JOB情報登録記録簿の構築

タイトル

タイトル Webアプリを活用しよう

9月

タイトル

2011年  (H23)

2月 公開サイトリニューアルの説明

3月

11月

リニューアル内容の詳細説明と操作要領を解説。

眞下

タイトル

タイトル

電子部品の接合力の評価 進士克己

タイトル

タイトル

タイトル

高井　矗

タイトル

赤外線カメラについて

 中止。東日本大震災の影響による計画停電のため「まちだ中央公民館」の夜間使用不可となった。

タイトル

相談室運営G

高橋俊彦 

2010年  (H22)

タイトル 日本版測位衛星「みちびき」とGPS米国版測位衛星

タイトル アジア　半導体・液晶産業事業

タイトル

菊池剛志

会員へのオリエンテーション 森・遠藤・梶川

タイトル

2月

3月

相談室中間報告　～09年12月から10年3月まで～ 佐藤　一

6月 講演 ： ITと文化交流

開示1.5年、経緯から種々な効果、課題について説明。

大型汎用コンピューターの開発の経緯と苦労話。

タイトル

タイトル

オブジェクト指向について

小林・中村・石渡

飯塚 宏紀

タイトル

講師の心構えと講義の手法。

タイトル

タイトル

タイトル
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定例会の進め方について

　  ～アンケート回答集計報告／意見交換～

スマホの出荷台数、活用事例の説明、実際に活用

している使い方の説明、iPhoneなしは生活できない。

眞下・長岐・片岡 実際にスマホ（Android、iPhone)を活用している

西脇・橋口・衣畑 人の使い方の説明。

PCの動向と自作PCの紹介 PCのプロセッサ、メモリの動向、最近PCを自作

　　・PCの動向とプロセッサの動向 石渡・荒木 した方の体験発表。

　　・自作PCの紹介 黒瀬・加藤・西脇

事例紹介　－ウェブサイト構築－ 成瀬台ゆりの木会館施設予約サイト」立上げ経過・

  　～成瀬台ゆりの木会館施設予約システム～ 苦心談・成果などをわかりやすく説明。

機種・機種の特徴・需要度・市場状況・活用方法・今後の動向と

種々な角度からの解説と活用する上での操作テクニックに至るまで

詳細な説明。

インターネットセキュリティ 川上拓

　  ～インターネット安全教室～ 飯塚宏紀

相談室活動報告 鈴木(高)，佐々木，津田

～直近6カ月（25年8月～26年1月）の活動概況と問題点～ それぞれの立場からの報告，ならびに全体の活動状況，

タイトル 2013年度定例相談会まとめ 川上　拓 問題点の報告。

事業化活性化アンケート集計報告 まとめ：荒木衛

全体自由討議 司会：巻田

　「事業活性化に関するアンケート」から

SNSは情報の信頼性、伝達力で存在感を増していて、

企業でも積極的に活用している。

マルチタスクとは？ コンピュータ上で実行されているプログラムが並列

　　～マルチプロセスとは？～ に処理されている仕組みの説明。

フリーソフトのサイト、使用上の注意事項などの全般的な説明、

個々のソフトの紹介。

PCの動向2014年 PCのプロセッサ、メモリの動向、デスクトップPCの

　1. プロセッサの動向　　2.メモリのトピックス 製作実例の紹介。

　3.自作PC関連

無料クラウドサービスの比較 Storage Typeサービスについて、

  　～Storage Typeサービスについて～ Dropbox,Google Drive、One Driveの比較

中国のインターネット事情を各ファクターから統計・

傾向・中国の政治的な脅威などの実態を解説。

事業拡大と公的資金活用 わが成功と失敗例と題して、実例に基づく丁寧で有意義な

　  ～わが成功と失敗例～ 説明があった。　　　　　NPO法人 　シニアSOHO世田谷

ネット利用環境あれこれ モバイル通信のトラフィック量の急増でネットワークの

　1.モバイル通信 高度化進展。自宅のネット環境の紹介。

ネット利用環境あれこれ　(2)

　～我が家の場合～

一杯出てきた迷惑ソフト 鈴木(高)，黒瀬 相談員3人から相談の実例から学ぶこと、感心する

  　～「相談室の楽しみ」～ 中村 ことなどの発表。

セミナー事業開発　～私のドタバタ体験記～ 鈴木信夫

アクティブSITA公式サイト定例会報告のレイアウト報告 サーバーG NetCommons2.4.2.1 リリース／FTPサーバアクセスについて

今年度の事業計画と質疑応答 荒木・西脇

シニア情報生活アドバイザー養成講座の紹介 佐藤 ニューメディア開発協会の紹介とアドバイザー制度の紹介。

EXCEL VBAについての解説。

継続的に使う/定形的な作業の効率化に最適な手段。

当会の会員管理システムをEXCEL VBAで実現。

現役時代の仕事に関連していたPC＆WSの歴史について，

1967～2015までの年表を基に解説。

Windows 10 の新機能と操作 Windows10の新機能と操作について、どこがどう変わったか

  　～　Windows10 のどこが、どう変わった？　～ の紹介。

社会福祉法人七五三会

　　（なごみ会）いずみの里

梶川信宏

鵜野・長岐

山根　明　(外部講師)

SNS－Facebook

Word・Excel の新機能とクラウド（SkyDrive）についての説明。

先日行われた「インターネット安全教室」の結果報告。

2014年  (H26)

菊池剛志

巻田文男

川上　拓

スマホの活用　（その1）

スマホの活用　（その2）

8月 タイトル

菊地　健一郎

タブレットの活用　（その1）・（その２）

2013年  (H25)

5月

6月

7月

タイトル アンケート結果を基とする意見交換（その2）

Office2013の新機能タイトル

11月

8月

9月

タイトル

荒木・梶川・石渡

太田・菊地(健)・
石渡・川上

2月

3月

4月

5月

Apple Watchの機能概要とよく使っているアプリの紹介。飯塚 宏紀

太田信行

タイトル

5月

3月

4月

千歩　孝PCとWSの歴史　・・・私の自己紹介を添えて

菊池剛志

Excel BVAとは？

2月

6月

相談室運営G

鵜野文男

11月

12月 認知症サポーター養成講座タイトル

11月

森 光輝 　（外部講師）

12月 タイトル

12月

タイトル

タイトル

6月

7月

9月

タイトル

タイトル

2015年  (H27)

タイトル

川上　拓

飯塚 宏紀

8月

飯塚・江守・巻田タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

4月

タイトル

タイトル

タイトル

便利なソフトの紹介

中国のIT事情

タイトル

9月

2月

3月

巻田文男

川上　拓

7月

Apple Watch の紹介タイトル
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歴史から見るタブレットのゆくえ 佐藤　一 PCの誕生からタブレットへの流れを追う。

会員のタブレット・スマホ利⽤の現状 川上　拓 アンケート結果からの分析。

パソコン相談室あれこれ　－鶴川相談室活動状況－ 菊池剛志 鶴川相談室の活動状況と事例。

　 事例1　　横井寛様の場合 鵜野文男

事例2　　定例会での過去1年間の報告 飯塚宏紀 2015.3 ～ 2016.2

事例3　　医療費管理表の作成からネットでの確定申告まで 菊池剛志 　～主婦の方からの相談事～

概要説明：荒木衛

更新方法説明：前原由紀子

川上・太田

鈴木・菊地

小中学校への導入が予定されているScratch の

紹介とアニメなどが簡単に作れるデモンストレーション。

インターネット時代　古いPC再活用

　  ～Chromium OS ・Remix OSをPCにインストール～

前半はドローンの紹介、航空法改正、社会での実用化、

後半はドローンの実演。

私のやってきたこと 前半：八王子市での「女性向けパソコン教室」と「女性サロン」

～パソコン関連～  の実績紹介。後半：ぱらぱら漫画や万華鏡画像、

  　 Wordでの描画テクニック等。

中村・赤染

津田

「色」を扱う

　  ～パソコンでの色の処理～

シニアのためのタブレット講座、まちだデジタル倶楽部、

通年講座、シニア情報生活アドバイザー養成講座、認知

症予防を意識した取組等、多岐にわたる活動内容でした。

生命誕生 出展書籍の紹介を通して、生命の発生とその進化の

　 　～生命はなぜ生まれ，なぜ進化したのか？～ 46億年のドラマを説明。

Win95からパソコンのアシスタント→講師として携わる

ようになり、学校のPCに関わってヘルプデスクを務めることも･･･

(1) まちカフェプロジェクトの全体像 川上　拓

(2) ビジュアルプログラミング言語「ビスケット」の紹介 中村　理

町田話し方連盟主宰

PCのテクノロジートレンド 主な内容は私たちに興味のある「プロセッサー」「HDD」「SSD」

　  　～最近の話題～ などのテーマについて最新技術動向を明快にの解説。

今年秋から会計報告を公示しなければならない。

当会ではHPでの公開を目指している。

スマートスピーカーとは　2．販売状況　3．関連システム構成4.

内部構造、5．Amazon Echoの外観、6．スピーカーへのリクエ

スト方法、7．使用例8件、8.主要機種9.総合比較の紹介があった。

データ共有の方法として、パソコンに直接HDD等のストレージを

接続する方法から、ネットワークを使って共有するNAS

(Network Attached Storage）等のいろいろな方式の説明があり、

具体例としてSynology社のNASを使ったデータ共有の紹介があった。

　　　

「ニューメディア協会」で認定する講座をSILAに加えて認定機関として

認められ，アドバイザー誕生に向け準備している。

２．アクティブSITA会員になって 田平茂郎

Scratchをかじってみる！ スプライトを使って基本操作を中心に具体的な説明があった。

　　  ービジュアルプログラミングの世界ー 詳細は当日配布の資料にて確認してください。

Google Maps､Youtube､Instagram等に使われ脚光を浴びている

プログラム言語Pythonについて成り立ちから始め、干支の計算や

同じ数値が循環する計算事例で楽しさを体感。

公開サイトのリニューアルの目的、主な経緯、今後の予定について、

具体的に説明があった。

タイトル通り、ウェブカメラネットワークの紹介。

Chromium　OS・Remix OSfor PC

「アフィリエイト」についての詳しい内容を説明された。

健常者、痴呆脳、ゲーム脳の脳波の比較。ゲーム中心の若者の
脳波は痴呆の方の脳波と類似している衝撃の事実。

経験と統計から見た相談者の姿。

色の基本、カラーマネージメント。

松永純江

酒井清武　(外部講師)

西脇・川上・石渡

2017年  (H29)

赤染文隆

鵜野文男

荒木　衛

遠藤光治

赤染文隆

佐藤　一

2016年  (H28)

3月

タイトル

佐藤　一

公開サイトのリニューアル概要と更新方法

タイトル

タイトル

タイトル

アクティブSITA Now！ 2016

原田　治

6月

松岡良樹  (外部講師)

白石愛子

タイトル 相談室の活動報告

荒木　衛

タイトル

9月

タイトル プログラミング言語Scratchの紹介 中村　理

我が家のわんぱく犬監視システム

会の管理部門から、会の現況まとめ。

11月

12月

8月

5月

2月

3月

6月

7月

8月

4月

タイトル

公開サイトの改修計画　－経緯の紹介－

人間関係を作る話し方　（話し方入門）タイトル

タイトル 趣味と実益　パソコン講師

タイトル パーソナルクラウドについて　（SynologyのNASを使用）

タイトル 「スマートスピーカー」実演紹介　(Amazon Echo)

タイトル NPO法人　新会計基準　～紹介～

タイトル

2018年  (H30)

タイトル

タイトル アフィリエイトとは

１．スマホ・タブレットアドバイザーに関する説明

タイトル

11月

12月 飯塚宏紀

今話題のプログラム言語　Pythonについて 渡邉洋一郎

タイトル

タイトル

菊池剛志

タイトル

塚本由美

タイトル SITA回顧

事業企画Gの活動報告

2月

3月

4月

5月

6月

タイトル

タイトル

2月

4月

5月

9月

11月

7月

タイトル

花房孝典

タイトル

7月

8月

9月

12月

荒木・前原

報告　「ゲーム脳の恐怖」から

タイトル

タイトル ドローンについて

鵜野文男
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ビスケットの体験会を例に、Wi-Fiには今何台接続しているのか？

Wi-Fiに何台まで接続できるのか？　Wi-Fiに接続する台数をふやす

には？の疑問について話され、実際に実施したことを説明された。

以前定例会の時間の見直しについて議論されたがその後進んで

いない。適当な場所が見つかったので4月定例会で昼間開催を試行

してみることになった。

事業企画G活動報告（事業企画G） 資料の1～5(11頁)に基づいた報告がなされた。

勉強会の歩み（勉強会検討G） 助成金は外部講師を呼ぶ、物が必要とか、宣伝が必要などに助成は

あるが、自分達の活動には助成が無い。  

KDDIのように交通費を出していただくのは恵まれている。

活動を振り返り，一つの使命は果たしたと思っています。

KDDI財団助成が決定した経過と、理事会をはじめ皆さんの協力に

感謝すると共に、今後も皆さんのご支援をお願いします。その後，

ビスケットプログラムの例が3題表示された。

自由討議　（定例会の昼間開催について） 時間制約により討議できなかった。

移動通信システムの発展の歴史からシステムの概要。5Gの必要性

について紹介された。また、新しい要素技術の紹介や今後の展開に

ついても触れた。

KDDI株式会社 商品・CS統括本部

商品戦略部 商品3G グループリーダー

ご自身のマジックアドバイザーのお話に加え，マジックショー

の実演もあった。

所沢市で実証試験中の「トクイのカケハシ」についての説明。

皆さんが持っている得意な分野をネット上で売買する仕組み

を紹介。　　　　　　　　　　KDDI　商品戦略部　マネージャー

｢とんでもなく安い｣｢むちゃくちゃ速い｣｢搭載PCが急増｣｢驚くほど

小さい｣という最近のSSDに関して詳細を解説。

表現の手段としてのScratch 教員指導をきっかけに，新たな視点でScratchと取り組み，

～認証状取得から作品制作まで～ 「これならば私もできる」と思ってもらえるように，実際の作品

　　 を見てもらい今後の活動の一助となるよう提案した。

新型コロナウイルス感染拡大対応のため

　　各団体の市内施設使用禁止により，活動は休止

今までの勉強会とこれからの勉強会 佐藤一 今までの勉強会のテーマをさかのぼり一覧表示して，近々に会員サイトに

アップする予定。また，関連するアンケートを全会員に配布し，回答を求め，

その結果を踏まえて，9月にまとめと自由討議を予定している。

インターネットセキュリティ インターネット環境が年々高速となる今日，著作権をはじめとする，知的

～知的財産権について～ 財産権に対する正しい認識が重要となる。また，2015年に施行された，新

　　 らしい「商標権」を中心に紹介。ルールを守り行動することを訴えた。

まとめ：佐藤一，自由討議司会：荒木衛

8割を超える会員が勉強会の継続を希望しており，これを踏まえ議論に入る。

議論の結果，「私はこれを話したい」，「あの人にこれを話してほしい」を

会員から出してもらうことを出発点としたい。

プログラミング教育の実施計画を校種別に紹介。各行共通に必修科目と

なる。この前提を基に「ビスケットの会」の活動を考えていきたい。

川上　拓

2月

12月

資料により作成方法の説明の後、各自パソコンで操作して確認した。

Wi-Fi の疑問について考える

ビスケットについて　（特に、KDDI助成受託に関連して）

タイトル

自由討議　（定例会の昼間開催について）

タイトル

3月

4月

7月

8月

2019年  (H31／R元)

タイトル

高橋 知彦 (外部講師)

タイトル HPに掲載する定例会報告の作成方法 飯塚宏紀

私のマジックアドバイザー人生 藤原良雄

川上　拓

タイトル

鵜野文男

タイトル 総会記念講演 ： 5G /AIの動向とKDDIの取り組み

タイトル 第5世代移動通信システム　（5G）について

中村　理

岩松正樹

2020年　(R2）

4月

青山大起 (外部講師)

タイトル 最新SSDの動向と適用例 鵜野文男

タイトル 電子マネーについて 川上　拓

タイトル スキルシェア実証　「トクイのカケハシ」

12月

9月

11月

2月

3月

タイトル

8月

9月

10月

タイトル

5月

11月

6月

5月

6月

佐藤　一

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

佐藤一

学校におけるプログラミング教育 渡邉洋一郎

勉強会アンケートのまとめと自由討議 佐藤，荒木

7月 タイトル



実施日 テーマ 講師 内　　　　　容

2007年5月  自作PC＆Vista改造 遠藤、石渡、西脇、眞下 自作PCと改造PCの組立とVistaOSの立上げの実習。

 6日：第1回　概要，クエリの使い方。

13日：第2回　概要，フォームの作成と修正。

20日：第3回　演習。（家計簿）

2008年8月 HTML+CSS研修会 １ 森 HTMLとCSSの基礎、Project2 を用いたHP作成練習。

2008年10月 HTML+CSS研修会 2 西脇 Dreamweaver を使用した実践的サイト作成。

2009年9月

　　～11月
Webクリエイター初級受験講座 巻田、眞下、西脇 Webクリエイター初級のサイト作成能力を養成

2010年5月

　　～6月
NetCommons研修会 巻田、眞下 NetCommonを立上げてサイト作成を実習

2012年2月

　　~3月
PHP+MySQL研修会 飯塚 PHPとMySQLの実習

Web上の講座

第1回　　　LAN接続

第3回　　　Windowsネットワーク

第4回　　　 ISP接続

第5回　　　ネットワーク・セキュリティ

第6回　　　家庭内LANの構築手順 1.実習モデル。2.手順の概要。3.まとめ。

 Access研修会2008年4月 村上

研修会実施事例

1.家庭内LANをなぜ作るのか？2.どんなネットワークを組んでいるの？3.ネットワークを

体系的に理解しよう。4.LANの接続設定の手順。5.イーサーネットとTCP/IP。

第2回　　　ルータ・ハブなどのネットワーク

              機器の機能

1.ネットワーク機器。2.ネットワーク内のアドレス。3.複数のパソコンからインターネットに

接続できるのは？4.DHCPとDNSとかはどういうもの？5.通信の仕組み。

FTP（ファイル転送プロトコル）を例にとって展開。

1.家庭内LANに特化したWindows XP HE。2.Windows

ネットワークプロトコルの変遷。3.Windows ネットワークの舞台裏。

4.家庭内LANはPeer-toｰPeer方式のWindowsネットワーク。

1.ADSL接続。2.FTTH接続。3.ADSLとFTTHのサービス形態。4.加入しているISP

へ接続される仕組み。5.まとめ。

1.外（インターネット）にはどんな危険が潜んでいるのか？2.クラッキング。3.ウイルス

感染。4.プライバシー情報の漏洩。5.基本的な3つのチェック。


