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令和元年１０月１２日 

リーダー 八田 崇史 

９月度活動報告 

令和元年９月２８日（土）（第２５７回目）             １３：３０～１６：００ 

                                     参加者  9名 

◆１時間目 お答えします Q&A 10回講座の6回目    １３：３０～１４：２０ ５０分 

                     資料 日経パソコン 2017.10.09  62ページの１枚 

  Q  Windows の画面を画像フアィルとして保存したいのですが、どのようにすればできる

のでしょうか？専用のソフトが必要ですか。 

 

  A  キャプチャー機能を持つ画像編集ソフトを使わなくても、Windowsの標準機能を使うだ

けで出来ます。 

   ３つの方法がある。 

１． 画面全体をキャプチャーして張り付け保存する方法 

 「Print Screen」キーを使います。 

Win7の時と同じ操作ですが、Win10では機種により操作方法やキーボードの表記が違う

ことにより、「Prtsc」キーだけ押しても画面キャプチャーができない場合がある。 

画面キャプチャーが出来ない時 

   「Print」キーの表記が 「Print Screen」「Prt sc」「Prt scr」となっていた場合は、「Fn」キ

ーを押して使うとキャプチャーが正常にできる。（「Fnキー」又は「Shiftキー」でもよい。） 

   「Fn」キー＋「Prtsc」キー 「Fn」キー＋「Prt sc」キー 「Fn」キー＋「Prt scr」キー 

    Win10での操作手順として、 

    「Fn」キー＋「Prtsc」キーで画面をキャプチャーして、ペイントを起動して画面に表示

し、「貼り付けボタン」を押すとキャプチャー下画面が表示されるので、名前を付けて保存  

すればよい。 

２． 範囲を指定してキャプチャー張り付けする方法 

     「Windowsキー」＋「Shiftキー」＋「Sキー」を同時に押す。 

    すると、キャプチャーの操作画面は黒く透明なスクリーンに覆われ、上部に4つの操作ア

イコン（四角形範囲選択・範囲自由選択・全画面選択・×）が表示される。 

表示アイコンの左端の四角形を選択し、画面上の＋表示をドラグして範囲を選択して離

すと、画面上のキャプチャー操作画面が消えて、クリップボード上にコピーされて貼り付

けができる状態になっているので、ペイントを起動して画面に表示し、「貼り付けボタン」

を押すとキャプチャー画面が表示されるので、名前を付けて保存すればよい。 

※ クリップボード ＝ テキストや画像をコピー又は切り取りすると、一時的に保存し 

         ておく場所をいう。一時的にしか保存ができないので、コピー 

 や貼り付けをするとデーターは消えてなくなる。 

３． Officeでは「挿入タブ」の「スクリーンショット」で、起動中のソフトのウインドウを画

像として貼り付けられる。「画面の領域」ではドラグした範囲を画像として貼り付けがで

きる。 
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◆２時間目 スマートフォン講座 ６回講座の３回目      ２：２０～３：００ ４０分 

  第4章 電話をかけるには 

  この章は P102 iphone で電話をかけるには～P118 まで電話を受ける・連絡先を登録・登録

の連絡先から電話する 項目で、皆さんよく熟知されているので割愛した。 

   但し、第4章のP118～P120のQ&Aの３ページを取り上げた。 

  P118 Q 携帯電話からアドレス帳を映したいが。 

A 今まで使っていた携帯電話の電話帳やアドレス帳に登録内容を、新しいスマホの連

絡先に移す方法は、各毛板電話会社のWebページに掲載されている。 

        NTTドコモ データ移行 

        Au          アドレス帳などの移行 

        ソフトバンク 新しい機種にデーターを移行する 

     この3件のうちNTTドコモを、このページに記載されているアドレスを開いて、」内 

容について説明した。 

  P118 Q マナーモードはないの？ 

A  サイレントモードを利用しよう。本体のサイド側に上下できるスイッチがあるので、

下側にスライドするとサイレントモードに切り替わり音が出ません。 

  但しイヤフォーンに接続しているとイヤフォーンだけには聞こえます。 

  上側にスライドすれば通常オンで聞こえます。 

  P119 Q 迷惑電話を防止したい 

      A 迷惑電話対策アプリを活用しましょう 

       見知らぬ人の迷惑電話は、携帯電話会社の迷惑電話対策アプリが有効です。 

       セールスの電話・詐欺や架空請求からの着信は応答前に警告してくれます。 

          ＮＴＴドコモ は 「安心セキュリティ」 

          Au      は 「トビラフォンモバイル for au」 

          ソフトバンク は 「迷惑電話ブロック」      を提供しています。 

各電話会社に相談してみよう。 

  P119 Q  留守番電話は使えるの？ 

         A  サービスを申し込めば留守番電話アプリで利用が出来る。 

       iphone    では「ビジュアルボイスメール」 

       ＮＴＴドコモ では「留守番電話サービス」 

       au           では「お留守番電話サービス」 

       ソフトバンク  では 「留守番電話プラス」   の申し込みが必要です。 

    P120  Q  iphoneで着信拒否を個別に設定したい 

      A  iphoneの着信拒否機能を使いましょう 

       着信拒否の設定方法 

         発着信履歴の表示画面から 

① 履歴画面上の着信拒否する電話番号を選択し、右側の  i   をタップする。 

② タップしたらこの履歴の画面を上方にスライドすると、この発信者を着信拒否 

が表示されているのでタップします。 

③ すると画面表示された 連絡先を着信拒否 をタップします。 これで完了。 
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◆3時間目 パソコン全般                  ３：００～３：５０  ５０分 

  今月の質問に関してはスマホに関係するので、スマートフオン講座の一環として取り上げる。 

  資料は キャッシュレス決済の解説文書1枚と 

Apple Payを使うには の レッスン54 P240～P249  の10ページを使用。 

       

  質問 １０月から消費税１０％に伴い、キャッシュレス決済のニュースが数多くある。キャッ

シュレス決済はどうしたら出来るのか？ 

  回答 まずキャッシュレスの解説をします。 

     キャッシュレス決済 

４つの方法 

１． クレジットカード・デビットカード 

少額から高額まで幅広い決済が可能 

２． 電子マネー 

代表的なものに交通ＩＣカードで、あらかじめチャージしておいた金額の上限まで支払いが可

能。 

３． ＱＲコード決済 

PayPay等のＱＲコードを読み取って決済する方法。PayPayは多くの銀行口座クレジットカ

ードに対応している。（京都銀行・滋賀銀行ＯＫ） 

表示されたＱＲコードを専用の端末やスマホのカメラで読み取り支払完了。 

４． モバイル決済 

スマホ等モバイル端末を利用した決済。ケータイ１つで支払い。 

代表的なものにApple PayやAndroid端末のお財布ケータイサイフケータイ・ＱＲコード決

済など。 

他のキャッシュレス決済との違い 

ＱＧコード決済      ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄ  ゙      電子マネー     モバイル決済 

専用端末       不要               要             要               要 

入金サイト 最短４日         ２～３週間      ２～３週間        ２～３週間 

ユーザー層   １０～３０代      ２０歳以上       小学生以上     １０～５０代 

  QRコード決済のメリット 

    ・事業者      専用端末不要のため導入コストゼロ。レジ周りのスペース不要。 

・支払者      レジ前にＱＲコードを置くだけで支払いが出来る。小銭やつり銭不要。 

  複数のキャッシュレス決済を準備しておけば、トラブル発生時の代替となる。 

  PayPayはすべて無料だが、 

決済システム利用料はジャパネット銀行のみ無料で 

その他の銀行は2020年６月３０日までは無料。 

          入金手数料は            全ての銀行が21年９月３０日までは無料。 

 

   スマホのPayPay残高チャージ支払の具体的は手続き方法   お気に入りを開き説明した。 
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スマホひとつでかんたんに。  お支払いは PayPayで 

 

https://paypay.ne.jp/
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    資料のレッスン ○54 Apple Pay を使うには P240～P249 の Apple pay で支払います ま

でを参照のこと。 

    iphone はコンビニ支払いに使える「Apple Pay」に対応しており、「Wallet」のアプリに

クレジットカードやＳｕｉｃａを登録しておくと、レジのリーダーや改札機にかざすだけで

支払いができます。 

   操作手順 

   Apple Payに支払い用のクレジットカードを追加します。 

① スマホ画面の「Wallet」のアプリを起動して 

② Wallet画面上の ○+  をタップする。 

③ Apple payの説明画面が表示されるので、 つづける をタップする。 

④ カードの種類 クレジット／プリぺードカード の画面が表示されるので、この上を

タップします。 

⑤ カメラを起動して、クレジットカードを枠内に映してApple Payにカード番号などを

読み取ります。 

⑥ すると、「カード情報」の画面が表示される。 名前とカード番号を確認し 次へ を

タップします。有効期限 を確認して。セキュリティコードを入力し 次へ をタッ

プします。 

⑦ 「利用条件」の画面表示になるので、内容をかくにんして 同意する をタップして

カードが登録完了するまでしばらく待ちます。 

⑧ 登録完了できると、利用できる電子マネーの種類の画面が表示されるので、サービス

の内容を確認し つぎへ をタップします。 

⑨ カード認証の画面が表示されるので、ＳＭＳで認証コードを受け取るために、「ＳＭＳ」

に  が付いている事をかくにんして 次へ をタップします。 

⑩ スマホ画面のメッセージ のアプリを起動して、ＳＭＳの認証コードを確認します。 

⑪ ⑨の画面に戻って、該当銀行に認証コードを入力して 次へ をタップします。 

⑫ 「アクティベート完了」の画面が表示されるので、 完了 をタップします。 

⑬ するとカードの画面が表示されカードが追加されました。 スワイプしてアプリを終

了しておきます。 

   ここまで終わったら「Apple payの設定」確認します。 

⑭ スマホ画面の「設定」の画面から「WalletとApple Pay 」をタップします。 

⑮ 「WalletとApple Pay」の画面が表示されるので、「サイドボタンをダブルクリック」

が オン 緑色 になっている事を確認して、「メインカード」に追加したカードが表

示されていることを確認します。 

 さー実際に買い物をしましょう。 

⑯ お店のレジでスリーブ状態の iphone の右側の「サイドボタン」をダブルクリックす

ると、「Wallet」が起動して使用するカードが表示されました。iphone の画面に顔を

向けるとロックが解除され、レジのカードリーダーに iphoneをかざします。     

           以上で支払いは完了です。 

                           —以上— 


