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「年賀状」 作成と印刷、どうしてますか？
今年もあと 1 ヶ月、あなたは年賀状どうしてますか？パソコンで作って印刷？１枚１枚手書き？
親しい友人にはメールや SNS を使ってご挨拶、でも 1 年に 1 回年賀状を使っての近況報告などでなかなか年賀状をやめ
られないという方も多いのではと思います。送る人の顔を思い出しながら作る楽しみもある一方で、図案をかんがえる
のがちょっと面倒な年賀状。そんな人の為にマルボラから・・・

自分で作る派
送る相手の顔を思いながら、絵をかいたり版画を作った
り、最近は受け取ることの少なくなった完全手作りの年
賀状、もらった時に温かい気持ちになりますね。
多くの方は、インターネットの無料イラストサイトから
イラストを探してワードやはがき作成ソフトを使って作
るのではないでしょうか？

お任せ派
忙しく時間がない、枚数が多いなどで「印刷屋さんに依
頼する」方もいると思います。最近では依頼方法や依頼
先も様々ですね。
ここでは、いくつかの方法をご紹介します。
☆郵便局で
郵便局では年賀はがきを売るだけではなく印刷も行って
います。テレビ CM でもお馴染みですね。
あらかじめデザインされたテンプレートを選択、次にあ
いさつ文を選び必要なら修正）、差出人情報を入力する
だけです。自分で撮った写真を使用することもできます。
宛先も印刷することができます。郵便局のホームページ
で住所録を作ってもいいですし、送り先の住所が書かれ
た葉書を持ち込んで住所録を作ってもらうこともできま
す。
希望すれば投函もしてくれます。12/8 までの申し込みで
早期割引、インターネットから申し込むと WEB 割引が適
用されます。
年賀はがきをお安く買うことができるのはご存知です
か？エコーはがきといって企業が葉書の宛名面の下半分
に広告を載せることで 5 円安く販売しています。地域限定
で、しかも発行枚数が限られているので探すのがちょっと
大変かもしれませんが、探してみてはいかがでしょうか。
例えばあるホテルのエコーはがきは、その葉書を持ってい
けば宿泊料金が割引になるサービスをしていますので、年
賀状をもらった方もお得になります。

☆スーパーやコンビニなどから
お店にある、年賀状申し込みのチラシから希望のものを
選び、印刷を依頼
☆インターネットやスマホアプリから
プリンタを使っているとメーカーから年賀状サービスの
お知らせがポップアップで出てきたりしているのではな
いでしょうか。割引価格でインクと同時に注文出来るな
ど利点もあり、こちらも捨てがたいですね。
あまりにも多くのところでサービスを行っていますので
紹介しきれませんが、私のように迷っておられる方は、
「年賀状印刷比較」等で検索し希望のサービスを探して
みてはいかがでしょうか。
Web サイトのサービスのみの比較ですが、ご自分のこだわ
りで検索することができるようです。
迷いすぎてくれぐれも 12 月 25 日を過ぎないようご注意
くださいね。
2017 年 6 月 1 日から葉書の料金は 62 円と
なりましたが、年賀はがきについては 52
円のままです。ただし 12 月 15 日から 1 月
7 日の間に出さないと 62 円になってしま
いますので注意が必要です。年賀はがきで
ないもの(私製葉書)も年賀状としてこの
期間に出せば 52 円になります。
年賀はがきの販売場所は郵便局やコンビ
ニなどですが、郵便局のサイトから買う
こともできます。送料不要で 5 枚から買
うことができ、代金は受け取り時に現金
で支払います。
土曜や夜間でも受け取れます。

※マルボラでは、パソコンを使った年賀状作成のお手伝い
をしています。
「手ほどき」にお申込みください。
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マルボラのホームページ

マルボラからのご案内

→

マルボラの講座や手ほどきはすべて無料です。
場所は、情報プラザです。

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

「土曜のパソコン講座」と「パソコンの手ほどき」は、開催月の前月 1 日から電話で受け付けています。
電話予約の時に「マルボラのパソコン講座」
、
「マルボラの手ほどき」
パソコンの手ほどき
とお伝えください。一回ごとのお申し込みとなります。
申込後のキャンセルは、早めに連絡をして下さい。
日 時：毎週木曜日と土曜日の 10 時～12 時

定 員：木曜日 10 名、土曜日４名(４回まで)

≪申し込みは電話で、情報プラザへ≫

手ほどきは、希望する内容を受講希望者のレベルに合わせ
てマルボラが個別レッスンを行います。
また２～３名のグループレッスンも可能です。

：０４６-２２０-２７１１

土曜のパソコン講座

＊５回以上の受講希望者は、希望受講日の前日に電話申し込みをして下さ
い。定員に余裕がある場合は対応いたします。

日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
定 員：16 名 (何回でも受講できます)

木曜の実習教室（連続基礎講座）

これからパソコンを始めようと考えている方が、
基礎的な
操作方法を学ぶための講座です。

講座日程

市販のテキストを使用して、ワードやエクセルの基礎をし
っかり学びます。

12 月

１月

２月

文書作成
（応用）

(年賀状)

―

(名刺)

パソコンの基礎

９日

13 日

10 日

インターネット

16 日

20 日

17 日

(予定表)

(基礎)

(健康管理表)

23 日

27 日

24 日

表計算

２日

日 時：木曜日の 10 時～12 時（不定期）
定 員：６名 (開講日に連続して出席できる方)

＊内容と申し込み受付開始日は、ポスター等でお知らせ・開講初
日の 3 週間前を予定しています。

３日

※12 月 28 日(木)、30 日(土)、１月４日(木)、６日(土)は、
お休みです。

日 程： 「ワードの基礎」1 月 11 日より（５週連続）

質問・相談コーナー
日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
予約は不要です。質問・相談など（15 分程度）がある
場合には、直接おいでください。

おすすめアプリ
秋のお彼岸に、親戚の集まりがありました。お墓参りや人気レストランでのランチ、箱根での一泊。写真もスマホでたくさ
ん撮り、後日叔母たちへ写真を渡すため、フォトブックを作ることにしました。フォトブックの口コミから、36 頁の文庫本
サイズが 200 円程の価格で作れるものに決定。自分のスマホで編集するタイプです。早速アプリをダウンロード。アプリを
起動し、写真を選びながら並べるだけ。1 頁に 2 枚配置することや 1 枚の写真を見開きにパノラマ風にする
ことも。写真の入れ替えや変更も直感的にでき、編集中のデータは自動的にスマホに保存。自分のペースで
作業でき、表紙タイトルやコメントなども入力し、完成データを送信して注文。お店から直接親戚に配送手
配も可能。完成品は思った通りの仕上がりで、思い出を手軽に振り返るにはベスト！と自画自賛（笑笑）親
戚もとても喜んでくれました。この気軽さなら、イベント毎にフォトブックに残すのもありかも。スマホに
溜まりがちな写真データ、折角の写真を活かしたいとお思いの皆さん、是非トライしてみませんか。

コンピューターvs.人間
チェスはコンピューターの方が強く、将棋もほぼ互角のところまで来ているようです。局面の数も一説によるとチェス
が 10 の 120 乗、将棋で 10 の 220 乗に対し、囲碁は 10 の 360 乗なので人と対等になるのにはまだ 10 年以上はかかる
と思われていました。
昨年は碁でアルファ碁というコンピューターというのかＡＩでの実力がニュースになっていました。人とコンピュータ
ーの対戦から学ぶという手法で知識をつけていったというやり方だったのをＡＩ同士の対戦
を繰り返してたった３日ほどでどんどん強くなっていってアルファ碁に対し 100 戦連勝まで
になった。その実力で今年５月にはコンピューターが世界最強棋士に３連勝してしまい、新
しい定石までも作り上げてしまいました。良きライバルと目標に向かって切磋琢磨するとい
うのが何事においても上達する秘訣ということになるでしょうか。
人はそのことから離れると忘れることが出来ます。コンピューターでもそういった忘れる能
力を覚えられると、より人間に近くなると思うのですが・・・-Y.Kマルボラ会員募集中！ご興味のある方ならどなたでも OK

連絡はホームページからお願いします。
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