
会の紹介 会則 役員 連絡事項 各ブロックのＨＰに スキルアップ研修会

お絵かき同好会 10周年記念の写真 交流サイトにリンク ！注意情報！ お問合せ

平成28年度総会が下記⽇程にて開催されます。
⽇時：H28/04/19（火）13：30～

場所：ソフト開発センター大研修室にて

     議題：２7年度事業報告及び決算報告
            ２8年度事業計画

終了後のアトラクション＝開発センター高砂康司技師『Ossの魅力』（オープン      

ソースソフト）

ランサムウェアが添付されたメールが多発 ←クリック

平成27年度第6回役員会が下記⽇程にて開催されました。
H27/03/31（木）ソフト開発センター講習室

連絡事項 - hotnet-m ページ！ http://hotnet-m.jimdo.com/連絡事項/

1 / 30 2016/04/17 18:45



連絡事項 - hotnet-m ページ！ http://hotnet-m.jimdo.com/連絡事項/

2 / 30 2016/04/17 18:45



Windows 10が推奨される更新プログラムに変更　←クリック

win10移⾏の注意.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 1.6 MB
ダウンロード

平成27年度第5回役員会が下記⽇程にて開催されました。
H28/01/29（金）ソフト開発センター講習室
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27⁻第５回議事録2版.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 84.7 KB
ダウンロード

 平成27年１２⽉９⽇（⽔）秋の研修旅⾏無事終了しました。
 まっさんの上司岩井さんが起業したマルスウィスキー、観光⼯場の様なオートメーション化された養命

酒⼯場、信州の”かんてんぱぱガーデン、そしてお昼は、駒ヶ根の⼤盛りソースかつ丼、ちょっと時期はず

れていたものの盛りの時期を忍ばせる光前寺、そして、運転⼿さんお勧めのビックリ農産物店と盛りだく

さんの研修旅⾏でした。幹事の⽅々ご苦労様でした。
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H27̲12̲9秋旅⾏.jpg
JPEG イメージ 438.3 KB
ダウンロード

マルスウイスキー ｜ 本坊酒造株式会社 http://www.hombo.co.jp/marswhisky/
明治亭 中央アルプス登⼭⼝店 http://www.meijitei.com/tozannguchiten.html
光前寺のしだれ桜と光苔 http://www.kozenji.or.jp/contents/sakura.html
養命酒 駒ヶ根⼯場・健康の森
養命酒製造株式会社 http://www.yomeishu.co.jp/komagane/
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かんてんぱぱガーデン／かんてんぱぱ（伊那⾷品⼯業株式会社）
http://www.kantenpp.co.jp/garden/

松本平タウン情報2015/12
/22より

H27秋の研修旅⾏駒ケ根⽅⾯計画.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 219.5 KB
ダウンロード
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平成27年度⽂化祭が10⽉21⽇に開催されました。
  古畑副会⻑からのメッセージを掲載します
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H.27.10/22

市⺠タイムスより

平成27年度第4回役員会が下記⽇程にて開催されました。
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10月9日（金）午前9時30分　ソフト開発センター講習室

27-第4回議事録.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 116.6 KB
ダウンロード
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27⽂化祭ポスター̲01̲compressed.jpg
JPEG イメージ 165.6 KB
ダウンロード
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平成27年度第3回役員会が下記⽇程にて開催されました。                                   
開催⽇：平成27年9⽉11⽇（⾦）
時 間：午後1時30分より 会 場：ソフト開発センター

平成27年度第3回役員会　議事録抜粋

Ⅰ　会長挨拶

Ⅱ　議題　

　1　タブレット講習会報告

　　　ドコモショップ松本店と共催　　　　　　　受講者数＝20名　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　2　文化祭準備について

　　 10月20日（火）午後1時～5時　あがたの森講堂

　　　　会場準備・パネル設置→各ブロック飾りつけ　ムービーと音響設置　

　　 10月21日（水）

午前9時～12時
　イ、開会式：会長・来賓挨拶　

ロ、ムービーの上映（本部担当）開会式後～12時
午後１時～午後3時　　アトラクション・ステージ発表

イ、7Bとお仲間の三線（さんしん）演奏　

ロ、大月会長マジック　

ハ、外来創作舞踊　ユーモアタップリの爆笑舞踊披露

ニ、ソコン相談会＝会場にてピットイン様～終日受付予定　

　　　 希望＝相談内容をあらかじめまとめて置く

ホ 、会式：役員挨拶　　後片付け

3　秋の研修旅行について

担当幹事：1B＆2B　日程：12月9日（水）　　　

イ、行先案　駒ヶ根方面（かんてんパパ・光前寺・ウイスキー工場＆

買い物・養命酒造見学など）　

　　　　ロ、募集定員＝39名　定員オーバーの時は抽選と致します

4　その他　　　　　

　　イ、11月予定　会員対象パソコン講習　

　ロ、タブレット講習希望者の調査

　　ハ、次年度文化祭の開催について　代替案など

5　次回役員会日程

10月9日（金）午前9時30分　ソフト開発センター講習室

　　　

平成27年度第2回役員会が下記⽇程にて開催されました。
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開催⽇：平成27年7⽉8⽇（⽔）
時 間：午後1時30分より
会 場：松南地区公⺠館・第3会議室  

27-第2回議事録.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 93.4 KB
ダウンロード

平成２７年度第１回役員会が下記⽇程にて開催されまた。
開催⽇：平成27年5月29日（金）

時　間：午後1時30分より

会 場：松南地区公民館・視聴覚室

平成27年５⽉７⽇春の研修旅⾏（春の昇仙峡＆甲斐善光寺散策）無事終了しました。

甲斐善光寺̲1̲1024.jpg
JPEG イメージ 250.1 KB
ダウンロード

昇仙峡̲1̲1024.jpg
JPEG イメージ 215.6 KB
ダウンロード

春の研修旅⾏昇仙峡.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント 169.6 KB
ダウンロード

連絡事項 - hotnet-m ページ！ http://hotnet-m.jimdo.com/連絡事項/

14 / 30 2016/04/17 18:45



平成２6年度総会は議案書の通り無事終了しました
    皆様のご協⼒に感謝申し上げます
開催⽇時：平成27年4⽉20⽇（⽉）13:30より
場  所：松本ソフト開発センター研修室（大）

議 題 ２６年度事業報告及び決算報告
    ２７年度事業計画
開催⽇時：平成27年4⽉20⽇（⽉）13:30より
場  所：松本ソフト開発センター研修室（大）

平成26年11⽉4⽇ 市⺠タイムスより
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 皆様のご協⼒を得て無事終了致しました。
 蚕糸産業の歴史、楽器ともいえる素晴らしい⾳⾊のオルゴール、⽇本⼈好みの⽔彩画的な
ローム兄弟の作品など如何だったでしょうか
 諏訪湖周辺には、まだ⾊々な美術館博物館があります。⽉曜のため休館でしたが、何かの
折に訪ねられたら如何かと思います。

●岡⾕蚕糸博物館 シルクファクトおかや    http://www.silkfact.jp/  
●諏訪⼤社 下社秋宮 http://suwataisha.or.jp/akimiya.html 
●諏訪湖オルゴール博物館 奏鳴館 http://www.someikan.com/
●北澤美術館 http://kitazawamuseum.kitz.co.jp/index.shtml 
●ＳＵＷＡガラスの⾥ 美術館   http://www.garasunosato.com/ 

平成26年度 シニアネットクラブ⽂化祭完遂
皆様のご協⼒により無事完遂いたしました。
今回は、新しい試みもあり今後への発展が楽しみとなりました。
開催⽇時：平成26年10⽉22⽇ ９：００〜１５：００
開催場所：あがたの森 ⽂化会館
展⽰内容：各ブロック会員作品、同好会作品
特別発表：３B デジカメ愛好会 作品発表（フォトムービー）＆フォトムービー作成講習会
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平成２６年度 春のシニアネットクラブ研修旅⾏無事終了
井⼾尻史跡公園（⼤賀ハス池・⺠族資料館）ミュウジアムを訪ねて
Ｈ２６ ７⽉７⽇（⽉）
皆様のご協⼒により無事終了致しました。

 当⽇の天候は、晴天というわけにはまいりませんでしたが暑くもなく、どしゃ降りでも無
く資料館ミュージアム⾒学には最適であったと思います。
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●今回訪れた井⼾尻史跡の他⼋ヶ岳⼭麓には、縄⽂のビーナスの尖⽯遺跡など数多く の遺
跡群が存在しています。：http://www.youtube.com/watch?v=qu8tT8TWfB8
「⼋ヶ岳の遺跡紹介：http://p-albion.jp/isekiwotazunete.htm」
●「井⼾尻考古館ホームページ：http://www.alles.or.jp/~fujimi/idojiri.html」
 忘れてならないのは松本のお隣、平出遺跡。私たち⼩中時代に訪れたのではないでしょう
か 縄⽂としては、同時代の遺跡でしょうか
「⻑野県の歴史年表：http://www.mapbinder.com/Map/Japan/Nagano
/Nagano̲History.html
●昼⾷は道の駅蔦⽊：http://www.tsutakijuku.jp/ で温泉もあるのです。
 そして、
●富⼠⾒町⾼原のミュージアムでは、数多くの⽂⼈達の⾜跡に思いを馳せました。
：http://www.alles.or.jp/~fujimi/kougen.html
 私ごとですが２０代前半に会社の先輩にしごかれながら⼊笠⼭に登ったような記憶が？
●⼋ケ岳農場直売所：http://www.yatsugatakenoujyo.jp/
 では好みの花やチーズなどを求めたりしました。

今回、⾊々と盛りだくさんで当番さんの苦⼼がうかがえる良い旅でした。 
 当番の２Ｂ、３Ｂの皆様ご苦労様でした。

平成２６年度総会は議案書の通り無事終了しました
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    皆様のご協⼒に感謝申し上げます

開催⽇ ４⽉２２⽇（⽕）１３：００から
場 所 情報創造館：４階 ホールにて
議 題 ２５年度事業報告及び決算報告
    ２６年度事業計画

また ビデオも投稿されていますので是非ご覧になって下さい
下記のローマ字をクリックで開きます

http://www.mellow-club.org/hikaru/top-e/event/event.html

松本シニアネットクラブ会長 大月一夫様、スタッフの皆様、

先日の松本シニアネットクラブとメロウ倶楽部の交流会が盛会の内に無事

終了したことを喜んでいます。大変意義深い交流がなされたと思っています。

参加者一同、暖かで充実した気持ちを持って帰宅致しました。

 交流会実施にあたっては、企画、準備の段階から遂行、終了まで貴クラブ

には大変お世話になりました。貴クラブの心のこもったご貢献なしには、

成功しなかったでしょう。感謝致します。

秋の文化祭にも参加させていただき、貴クラブの活動の幅の広さ、新しい

ＩＣＴ技術の習得に積極的に取り組んでおられる様子が印象的でした。

メロウ倶楽部にも展示の機会を与えてくださり感謝しています。全国ネット

特有のオンライン活動の一端を披露させていただきました。

我が倶楽部では、全国オフ（大会）でこのような形の交流をするのは初めて

 のことで、試行錯誤しながらの取り組みでした。この交流で得た経験、教訓

        を今後の活動に生かして行く所存です。
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      今回の交流での貴クラブの心遣いに感謝すると共に、今後もよろしくお付き

　 　 合いくださいますようお願い申し上げます。貴クラブの益々の発展を祈念致

　　  します。

　　 なお、亀井威夫会長は、７月に下見訪問をしながら、今回参加できなかった

　　 ことを大変残念に思っており、大月会長様、スタッフの皆様のご貢献

に心より感謝しているとのことです。お伝え致します。

　　　　　　　　メロウ倶楽部会長 亀井威夫 代理 都留常暉

 

　根羽村を主に「ネバーランド」⇒月瀬の大杉⇒黒地の柿木⇒小戸名渓谷を根

羽村の商工会議所宮下隆幸様の御好意で楽しみたいと思います。

　参考　月瀬の大杉は：樹齢1800年まさに圧巻の巨木、

　　　　黒地の柿木は：樹齢150年の古木で写真家が訪れています。

１日　　時　平成25年9月30日(月)

２集合場所　松本城西駐車場　　　　　7時50分集合　8時出発

　　　　　　臨空工業団地テニス場　　8時20分集合　8時30分発

　　松本城西駐車場に駐車を希望する方は、申し込みに連絡下さい

３会　　費　昼食を含めて３０００円とします。

４工　　程　松本城西駐車場８時発⇒臨空工業団地テニス場８時３０分発⇒塩

尻北インターから高速に乗る９時頃⇒飯田山本インター１０時

３０分（途中適当にトイレ休憩をサービスエリアで取ります。

⇒１５３号線で１０時頃50分道の駅信州平谷到着。ここで宮下さ

んと合流。羽村の観光施設を見学⇒11時30分から午後13時ま

で、

　　　　　　ひよもの里じねん亭で昼食と、根羽村アドバイザーと交流して、

根羽村の観光地見学、ネバーランド着買い物、資料館夢ひらや着

見学　根羽村15時終了⇒昼神⇒木曽路⇒妻籠⇒臨空工業団地１８
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時頃　⇒松本城駐車場１８時４０分着の予定

５持 ち 物 　雨具：飲み物：緊急連絡先

６申し込み　申し込は各ブロック長に9月06日(金)までに

　　　　　　氏名、住所、電話番号、年齢、乗車場所を明記下さい。

７そ の 他 　参加募集は補助席無し34名ですが、補助席使用の時は別途相談し

ます。

携帯09072611730中野　以上

平成25年度第3回役員会

　　

　　　議事録（出席者名簿は最後尾）

　　　　　　　　　　　　　　　次　　　第

１　会長挨拶

２　議題　

　　　１）25年度会員のまとめ・・・古畑副会長

項目2　の詳細

此処の内容は決定次

第

記載します

　　　　　25年7月までの状況

　　　　　　添付ファイル参照

２）ぼくらの学校開催・・・古畑副会長

　　　　　実行日＝9月28日（土）29日（日）

８月21日実行委員会報告と出品詳細説明

　中野事務局長欠席の為　詳細は次回会議に諮る

　お絵描き同好会・・・・出展を検討する

　８ブロック・・・・・・クラフト作品の制作を検討する

　クラブ紹介ポスター・・パネル１枚に誰が紹介できるか？
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３）秋の小旅行について　・・・1＆8ブロック幹事

　　　　　日程（9月30日（月））及び行先と詳細

　　　　　　詳細＝添付別紙　帰途の行程に木曽路を廻ると時間に無理が無いか？

　　　　　　経費￥3000円の内訳は？　（募集するのに必要かも）　

　　　　　　各ブロックごとにまとめて必須事項記入の上中野幹事まで応募のこと

　　　　　　定員オーバーの時は幹事が判断して抽選等の処置をします

　　　　　　9月6日（金）締切です

　　　４）25年度文化祭・・・担当1＆8ブロック

実行日＝10月22日（火）23日（水）

各ブロックからの要望（パネル数及び電源等）

　パネル配置は添付資料参照（幅＝1200×高さ＝1800）
　8月27日会議席上でのパネル申し出枚数＝下記表参照

本部 写真同好会 ブログ お絵描き メロウクラ

ブ

2
1B 2B 3B 5B 6B 7B 8B
？ 2 5 3 1 7 2＋電源

メロウクラブ大会と交流会　10月22日15時～

アトラクション提供者　クラブ紹介プレゼン（約15分間）

18時～懇親会参加者の把握（翔峰）と費用分担

アトラクションとプレゼンについて出来そうな項目・・次回会議で決定する

　　１B＝　？？

　　２B＝　大月会長（参加人数に応じて参加）

　　７B＝　三線三味線　仲間と複数

　　８B＝　ハーモニカ　1名

　懇親会参加者（現在決定者・・14名）

　　1B＝中野・両角

　　2B＝大月会長・高橋

　　3B＝古畑・　？

　　5B＝手塚・谷崎・南・鈴木

　　6B＝鎌崎・波多腰

　　7B＝島田・渡辺

　　8B＝酒井

　帰途はあがたの森～～松本駅

　なお当日あがたの森駐車場はPM10時まで開門しています
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　費用　参加者負担金　￥3000円　オーバー分はクラブ負担

５）タブレット講習会・・・担当blog同好会

8月27日（火）9時30分～ソフト開発センター研修室

主催・講師＝信州ソフトウエア協会　（今回はシニアネットクラブのみ対象）

　開会の挨拶　新部ブログ同好会々長

　受講者＝28名
　今後の開催希望あった場合は本年11月以降に計画します

　　　　

　　６）その他

　　　　イ　基礎講習会計画・・・担当スキルアップ研修会　

9月13日（金）Windows7の基礎講座・・7B：島田昭子講師

　　　　　　　　　9月19日（木）Power Pointで遊ぶ・・・3B：古畑健一講師

　　　　　　　　　時間　共に午後1時30分～4時
　　　　　　　　　場所　創造館研修室

　　　　　　　　　定員　共に先着20名まで　　　　　　USBメモリご持参で

　　受付本日より～～定員まで→　申し込み古畑までメールで　お気軽にどうぞ！

　　　　ロ　次回役員会日程について（第4回）

　　　　　　　9月23日（月）午前9時30分～創造館4階研究開発室

役員会出席者名簿　敬称略（赤字＝欠席　青字＝代理

松本シニアネットクラブ事務局

　シニアネットクラブのブログ同好会と、信州ソフトウエア協会が共同で、表記

のタブレット体験講座を開催します。シニアネットクラブ会員の皆さん、講座

に参加ください。

記
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　開催日　　8月27日（火）　9時30分スタート（午前中のみ）

　場　所　　松本情報創造館4階の研究開発室（電波の関係で部屋の変更は有り

ます）

　何　を　　タブレット体験講座

　　　　　　　タブレットをお持ちでない方でも、当日はＮＴＴの協力により

準備しますので問題有りません。

　募集人員　最大20名を計画していますが、参加者が多数の時は、2人1組での

受講も検討します

　申し込み　8月10日（土）締切　

　　　　　　　申し込は、各ブロック長にお願いします。

　　　　　　　ブロック長殿

　　　　　　　　申し込みが有りましたら、事務局中野までメール下さい

　　　　　　　　氏名及びタブレット持参か、会場のタブレット使用。

　講　師　　信州ソフトウェア協会

　その他　　費用は無料です。

　　　　　　何か不明な点が有りましたら、事務局中野まで連絡下さい。

以上中野

　

7⽉１7⽇（⽔）第2回役員会が情報創造館で開催されました。
当⽇の議事録がブロック⻑宛てに発⾏されていますので、確認下さい。

7⽉１7⽇ 9時30分から情報創造館で第2回役員会を開催します。
議題は、１）僕らの学校参加 9⽉28⽇（⼟）29⽇（⽇）あがたの森で開催
    ２）メロウ倶楽部との全国交流会 10⽉22⽇（⽕）開催
       同時開催 ⽂化祭
    ３）秋の旅⾏について
役員、理事の皆さん都合を付けて参加下さい。
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6⽉19⽇40名の皆さんと春のバスの旅を楽しんで来ました。
昨⽇までは五味波風⾼原⾃然園とバラ園の⾒学を予定していましたが、天気予報で
注意報出ていたので、幹事の判断で、五味波風⾼原の散策を中⽌して、バラ園を⾒た後に須
坂の、ゆっくらランドで、⼊浴と昼⾷を取り、楽しんで来ました。

☆5⽉23⽇(⽊）9時30分から25年度1回目の役員会が⾏われました。
 議事録が発⾏されていますので、ブロック⻑から報告を受けて下さい。
ポイント
  １）今期の会員総数は5⽉23⽇現在131名です
  ２）6⽉19⽇(⽔）の春の旅⾏は申し込み者合計43名です
    定員24名(補助席無しで）のバス2台で⾏くので、申し込み者全員ＯＫです。
    乗⾞場所が松本城と、和⽥⼯業団地の2か所です。遅れないように、、
  ３）初⼼者講習会は、今年度はパワーポイント講習会を計画します
    詳細は次会の役員会に
  ４）僕らの学校の参加申し込みの件
    9⽉28⽇(⼟）29⽇(⽇）計画していますので、実⾏委員会の開催待
  ５）クラブ秋の⽂化祭の開催の件
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    10⽉22⽇(⽕）23⽇(⽔）実施 全国メロークラブが松本にきます。

高原付近一帯は６月中旬から下旬にかけて県下最大規模のレンゲツツジの大群落が

一斉に咲き誇り北アルプスや善光寺への眺めも壮観です。

（五味池とは大池、苦池、西五味池、よし河原池、東五味池（消滅）の総称

ツツジハウス（管理休憩舎）～1.5キロゆっくり歩いても40分位で大池です。

五味池破風高原は大型バスでは道が狭いため入る事が出来ないのでマイクロバスの

利用となります。

　中野市の一本気公園（バラ園）570種1,200株のバラが咲き6月1日～6月23日までバラ祭り

が開催されます。

雨天決行です。

この場合は一本気公園のバラ園、小布施の岩松院、松代象山地下壕の見学

１　日　　時　　平成25年6月19日（水）

２　集合場所　　☆　松本城西側駐車場　　　　7時50分集合　8時00分出発

☆　臨空工業団地テニス場　　8時20分集合　8時30分出発

（注１）松本城西側駐車場に駐車希望の方は、駐車券をお渡ししますので事前に

お知らせください。

（注2）情報館は駐車禁止です。臨空工業団地テニスコートの駐車場をご利用ください。

3　 会　 費　参加取りまとめはブロック長まで（会費徴収も含めます）

3,800円（バス代、（民間バス利用）高速代、入園料、昼食、傷害保険）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,100円（雨天の場合）

　４　持 ち 物 　　雨具、飲み物、おやつ、常備薬、緊急連絡先

　５　行　　程 松本城西側駐車場（8.00）発）⇒臨空工業団地テニス場（8.30発）

　　　　　　　　松本IC ⇒姨捨PA（10分）⇒長野東IC（ 9.40） ⇒ツツジハウス⇒

　　　　　　　　（10.50）着 ⇒大池 （40分）（徒歩11.30着）⇒大池（13.00分発）

大池（40分）⇒ツツジハウス⇒（13.50発）一本木公園（15.30着）⇒（16.30）

まで散策中野IC ⇒姨捨PA ⇒松本IC （18.00）頃（着）

　６　その他　イ、時間の都合で一部行程の変更が生じる場合があります。

　　　　　　　ロ、募集人数は35名

　　　　　　　　申し込みは所属するブロック長まで。(会費徴収も含めて)

　　　　　　　　申込者＝氏名・住所・電話番号・年齢（保険の為）乗車場所　明記

　　　　　　　　申込締切日　　5月22日　水曜日

注申し込み後に参加を取りやめた場合は会費の一部を負担して頂く事も有ります。
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25年度の総会が終了しました。

会場が遠い所ご参加有難う御座いました。

　総会の議案事項が皆様の審議の結果無事確定しました。

新しい役員も決まりましたのでホームページの役員欄を開けて確認下さい。

総会の終了後、パソコン修理専門の「ぴっとイン」のご協力によりパソコン何でも相談会が

行われました。

　この中で皆さんの困っている点が明らかに成ってきました。

　１）ウインドウズ８に更新したが、データーが消えてしまった。。

　　　データーが消えたのではなく、保存場所が旨く表示する事が出来なく、　　　この点

がウインドウズ７と大きく変わっていますので注意が必要です。

　２）修理に持ち込む最近の内容は、ウイルスが心配なのでどうしたら良いか

　３）メールが届かないが、、

ぴっとインの電話番号は３１－５６５６ですので、困った時は相談して下さい。

ぴっとインのホームページは下記です

　　 http://nttbj.itp.ne.jp/0263315656/index.html#pagetop
☆ 5ブロックのホームページが出来ましたので、各ブロックのホームページからのぞいて下

さい。
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総会の会場風景 の写真は下記に
http://www.geocities.jp/kkgmx645/25nensoukai.html

 

⽇ 時  平成２５年４⽉２３⽇（⽕）
午後１時００～

会 場  まつもと情報創造館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルチメディアホール

 

 

総 会 次 第
 

 １ 開   会  １３時００分〜
 

　２　会長あいさつ：　大月会長

総会の会場
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３　来賓あいさつ：　松本市情報政策課長

４　議　　　事

(1) 平成２４年度事業報告並びに収支決算について

(2) 平成２５年度役員の選出について

(3) 平成２５年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について

(4) その他

５　閉　　　会

【パソコン何でも相談】 １４：００から１５：００
  今回はパソコンさぽーと ぴっとイン より社⻑が⾃ら皆さんの
  パソコンの悩みを相談に乗ってくれます。
    簡単な修理は無料にて実施、その他部品交換は実費に成ります。
  尚事前に困っている事の内容が判れば、当⽇の解決にも時間が少なくて 
   済みますので、事務局まで連絡ください。
    困っている⾃分のパソコンは持参下さい。

以上

松本商⼯会議所には⽇頃お世話に成っていますが。本⽇表記の講座が開催されるので興味の
ある皆さんに紹介して欲しいとの依頼のメールが届きました。
下記のホームページを開けて、参加希望の⽅は、事務局中野まで連絡下さい
http://www.mcci.or.jp/www/iwanamikouza/

全国地域情報化推進協会の 2013年2⽉号に、松本シニアネットクラブが紹介されました。
下記のリンクを開いて⼀読下さい。
  （⾃治会活動等へのICTの利活⽤１）
松本シニアネットクラブ（愛称ほっとねっと松本）（⻑野県松本市）
下記のリンクを開いて読んで下さい。 

http://www.applic.or.jp/pdf/futuer̲16/06/1-10-1.pdf

4⽉1⽇〜25年度に⼊ります。
皆さまの⼿元に、会員登録の更新依頼のお⼿紙が着いていると思います。
3⽉1⽇〜3⽉31⽇までに、同封の「振込取扱票」で、更新⾦額を振り込み下さい。
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尚書類の届いていない時は、事務局まで連絡下さい。
振り込みがされていないと、会を退会したと⾃動的に判断されてしまいます。
 今期最後の第7回役員会は、4⽉5⽇（⾦）9時30分から、情報創造館にて開催しますので、
各ブロックのブロック⻑は旧メンバーで参加して下さい。
 

☆第６回役員会が１⽉９⽇開催されます。
場所：情報創造館
時間：９時３０分から
議題：信州⼤学情報学部学⽣と協賛写真展参加の件
   その他
 

概要 | サイトマップ ログイン

から登録するだけ
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