
 

 

 

◆講座内容

孫の手パソコン塾

孫の手パソコンサロン

特別講習

 

◆開講日時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野駅

 

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

などを、

◆講座内容   

講座名 

孫の手パソコン塾

孫の手パソコンサロン

特別講習 

◆開講日時 

NPO 法人 

駅 ← 

信金清水町支店

清水町体育

スマートレイク

血液センター

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

、ゆっくり・じっくり・ご自分のペースで

     入会金

 

孫の手パソコン塾 �

�

�

孫の手パソコンサロン �

�

�

  

 スマートレイク

清水町支店 様 

清水町体育館

スマートレイク 

国道２０号

三線 

血液センター 

ビビッド 様

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

ゆっくり・じっくり・ご自分のペースで

入会金 3,000

� 個別対応の少人数制です。

� 原則的に初心者で、スタッフの個別指導を希望する方が

対象です。

� ご自分のやりたい課題に取り組みます。（

座を受けたがあとが続かない、年賀状・名簿などそこだ

け覚えたい、など）

� 「個別にサポートしてもらう必要はないが

を見てひとりで家で勉強するのは心もとない」という方

が対象で、ご自分のやりたい課題に取り組みます。

� わからないことがあったら

可能な場合は対応しますが

徒さんを優先します。個別指導が必要な場合は

めて「孫の手パソコン塾」をご利用ください。

� ご希望に応じて完全個別対応します。

 平日 月～金曜日

スマートレイク 

 

 

国道２０号 

ホビ

オーディオインテル

様 

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

ゆっくり・じっくり・ご自分のペースで

,000 円 

 

個別対応の少人数制です。

原則的に初心者で、スタッフの個別指導を希望する方が

対象です。 

ご自分のやりたい課題に取り組みます。（

座を受けたがあとが続かない、年賀状・名簿などそこだ

け覚えたい、など） 

「個別にサポートしてもらう必要はないが

を見てひとりで家で勉強するのは心もとない」という方

、ご自分のやりたい課題に取り組みます。

わからないことがあったら

可能な場合は対応しますが

徒さんを優先します。個別指導が必要な場合は

めて「孫の手パソコン塾」をご利用ください。

ご希望に応じて完全個別対応します。

月～金曜日 

  

→

ビッグ１様

ホビー丸信 様

オーディオインテル

   

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

ゆっくり・じっくり・ご自分のペースで

 学習内容 

個別対応の少人数制です。 

原則的に初心者で、スタッフの個別指導を希望する方が

ご自分のやりたい課題に取り組みます。（

座を受けたがあとが続かない、年賀状・名簿などそこだ

「個別にサポートしてもらう必要はないが

を見てひとりで家で勉強するのは心もとない」という方

、ご自分のやりたい課題に取り組みます。

わからないことがあったらスタッフにご相談ください。

可能な場合は対応しますが、「孫の手

徒さんを優先します。個別指導が必要な場合は

めて「孫の手パソコン塾」をご利用ください。

ご希望に応じて完全個別対応します。

 午前 10

 午後 13

→ 上諏訪駅 

 

様 

オーディオインテル 様 

 

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算

ゆっくり・じっくり・ご自分のペースで習いたい方

 

原則的に初心者で、スタッフの個別指導を希望する方が

ご自分のやりたい課題に取り組みます。（パソコン

座を受けたがあとが続かない、年賀状・名簿などそこだ

「個別にサポートしてもらう必要はないが、マニュアル

を見てひとりで家で勉強するのは心もとない」という方

、ご自分のやりたい課題に取り組みます。

スタッフにご相談ください。

「孫の手パソコン塾

徒さんを優先します。個別指導が必要な場合は

めて「孫の手パソコン塾」をご利用ください。

ご希望に応じて完全個別対応します。 

10：00～12

13：30～15

◆お申し込みは・・・

〒392

諏訪市清水

NPO

02

 

かゆい所に手が届く

ご自分のパソコンで受講できます

 

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

伝いをしています。インターネット、メール、ワープロ、表計算、ホームページ

習いたい方をお待ちしています。

原則的に初心者で、スタッフの個別指導を希望する方が

パソコン入門講

座を受けたがあとが続かない、年賀状・名簿などそこだ

、マニュアル

を見てひとりで家で勉強するのは心もとない」という方

、ご自分のやりたい課題に取り組みます。 

スタッフにご相談ください。

パソコン塾」の生

徒さんを優先します。個別指導が必要な場合は、日を改

めて「孫の手パソコン塾」をご利用ください。 

12：00  

15：30  

お申し込みは・・・

392-0007 

諏訪市清水 2-1-

NPO 法人 スマートレイク

0266-57

かゆい所に手が届く

ご自分のパソコンで受講できます

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用の

ホームページ

をお待ちしています。

受講料

� １回（2

1,500

� 回数券（

6,000

 

� 孫の手パソコンサロン

会員券（

3,000

（期間内なら何回でも

� 1 回(2 時間

 

 

お申し込みは・・・ 

 

-4（高島産業社宅１Ｆ

スマートレイク

57-5019 まで

かゆい所に手が届く 

ご自分のパソコンで受講できます

私たち、孫の手パソコン塾スタッフが心を込めて、地域の皆さんのパソコン活用のお手

ホームページ、写真

をお待ちしています。 

受講料 

2 時間）講習料

00 円 

回数券（5 回分） 

,000 円 

孫の手パソコンサロン

会員券（１ヶ月有効）

3,000 円 

（期間内なら何回でも

時間) 2,000

社宅１Ｆ） 

スマートレイク 

まで 

ご自分のパソコンで受講できます

時間）講習料 

 

孫の手パソコンサロン

有効） 

（期間内なら何回でも OK）

2,000 円 

 

ご自分のパソコンで受講できます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手づくりペーパーグッズ

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

アイロンプリント

 

デジカメ写真を使って

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします）

旅行記・アルバム

 

ワードを使って

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

お名前シール・ＰＯＰなちらし・自分史

エクセルを使って

住所録・家計簿・地区や学校の会計

インターネット

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

ホテルなどの予約・ブログ

その他

写真の

レコードやカセットテープから

 

 

特別講習では個別の相談に応じます

手づくりペーパーグッズ

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

アイロンプリント

デジカメ写真を使って

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします）

旅行記・アルバム

ワードを使って

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

お名前シール・ＰＯＰなちらし・自分史

エクセルを使って

住所録・家計簿・地区や学校の会計

インターネット

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

ホテルなどの予約・ブログ

その他 

写真の CD や DVD

レコードやカセットテープから

特別講習では個別の相談に応じます

手づくりペーパーグッズ

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

アイロンプリント 

デジカメ写真を使って

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします）

旅行記・アルバム 

ワードを使って 

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

お名前シール・ＰＯＰなちらし・自分史

エクセルを使って 

住所録・家計簿・地区や学校の会計

インターネット 

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

ホテルなどの予約・ブログ

DVD への書き込み・好きな曲の

レコードやカセットテープから

特別講習では個別の相談に応じます

手づくりペーパーグッズ 

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

デジカメ写真を使って 

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします）

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

お名前シール・ＰＯＰなちらし・自分史

 

住所録・家計簿・地区や学校の会計

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

ホテルなどの予約・ブログ 

への書き込み・好きな曲の

レコードやカセットテープから CD

特別講習では個別の相談に応じます

 

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします）

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

お名前シール・ＰＯＰなちらし・自分史 

住所録・家計簿・地区や学校の会計 

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

への書き込み・好きな曲の

CD 作成 

特別講習では個別の相談に応じます 

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

フォトムービー（写真を並べてビデオ風にします） 

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

への書き込み・好きな曲の CD 作成・

 

メール 

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞

ブックカバー・ランチョンマット・箸袋・うちわ・コースター 

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

作成・ 

～～ 
Sale!!

各種オリジナルカレンダー・絵葉書・年賀状・レターセット・栞 

手づくりペーパーグッズにお気に入りの写真を入れることができます 

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

Sale!! 

回覧文書・お絵かき（自分だけのイラスト作成）・名刺・宛名ラベル・宛名印刷 

メール・スカイプで無料電話・インターネットショッピング・各種チケットや

Shopping !!Shopping !! 


