
実施主体：ＮＰＯ法人 まちの案内推進ネット　事業主体：大阪府
　　　　　　　　　　　　　 えきペディア http://ekipedia.jp

大阪府下のＮＰO等の非営利団体に所属し、団体のホームページを開設または改善したいとお考えの方へ !

応募締切：平成24年 6月22日と7月31日 開講期間：平成24年7月7日～12月1日

ホームページが作れるようになる!!
【H24年度大阪府新しい公共 支援事業】無料講座
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バリアフリー案内Webサイト〈えきペディア〉を運営するまちの案内推進ネットでは、蓄積されたノウハウ
をもとに無料のホームページ制作実習講座「リンク･シンク･ステップアッププログラム」を企画、大阪府の
「新しい公共 支援事業」として採択され、昨年の講座は好評のうちに終了し、本年も講座を開講します。
　平成 24年度は受講生･定員 40名を募集し、1クラス 10名とし、講師 1･指導員 2名で丁寧にフォロー。
是非この機会にホームページ作りに挑戦していただけるよう、ご参加をお待ちしています。
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NPO支援プログラム

H24 大阪府 新しい公共 支援事業



本講座は、無料のホームページサイトや一般のホームページソフトによく見られる、出来
合いの型に写真と文をはめ込んで完成、というスタイルではありません。
ホームページの仕組みを理解した上で、オリジナルなデザインのホームページを一から
作る技術を身につける講座です。用語や操作法を暗記するような講義中心ではなく、まち
の案内推進ネットが、インターネットで公開している「地下鉄駅のバリアフリー案内」を
ひな形に、毎回パソコンを使った実習を中心に学んでいきます。
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■募集対象（応募の3条件）：
　 ・大阪府下のNPO等の非営利団体に所属している方
　 ・所属団体のホームページを開設または改善したいとお考えの方
　 ・インターネット検索やワープロ利用程度以上のパソコン経験のある方
■参加費：無料
■募集人数･概要：
　 ・ 1 団体 1名で 40名募集
　 ・1クラス10名（パソコン各 1台）を講師 1名･指導員2名で教えます。
　 ・コンテンツ制作技術とサイト設計から構築演習まで、ホームページ開設までの一連の技術を短期学習！
　 ・講座テキストが支給されます、各回講座の予習が必要です。

■講座日時：a・c・dクラス 土曜 13：00～17：30
　　　　　　　　　 bクラス 水曜 18：30～20：30
　 ・ aクラス（土曜 2講義 ×5回）　 7月7･14･21、8月4･11日
　 ・ bクラス（水曜 1講義 ×10回）  8月22･29、9月5･12･19、10月3･10･17･24･31日
　 ・ cクラス（土曜 2講義 ×5回）　 9月1･8･15･29、10月6日
　 ・ dクラス（土曜 2講義 ×5回）10月20･27、11月10･17、12月1日
■会場：大阪市中央区谷町 7-1-39 新谷町第二ビル3F地下鉄谷町六丁目駅すぐ

■申込方法・応募締切
　 ・裏面の応募用紙に必要事項を記入してファックスでご応募ください。
　 ・応募締切　aクラス6月22日まで、b・c・dクラス7月31日まで

NPOリンク･シンク･ステップアッププログラム

前回講座受講生コンテンツ制作例



10講義の内容（各2時間授業）

section1　インターネットとホームページの仕組みを知る
　・ホームページで扱う画像データと解像度、RGBの色システムなどを学習。
　・ホームページがサーバー事業者のコンピュータにアップされ、ネット上に公開される手順を学ぶ。
　・ホームページ制作ソフトを使いながら、ホームページ（htmlファイル）の仕組みを学ぶ。

section2　ホームページ制作ソフトでhtmlファイルを作る  
　・ホームページの基本構成とその作り方を学ぶ。
　・ホームページ制作ソフトExpression Web（エクスプレッション・ウエッブ）でhtml書類を作る。
　・教材を元に3頁の書類にタイトルや図・画像の入るレイアウト用のレイヤー（フレーム枠）を作る。

section3　htmlファイルの細部を整える  
　・ホームページの背景にカラーやパターンで装飾を加える。
　・写真画像を表示するレイヤーを作り、ページレイアウトの細部を整える。

section4　ホームページに掲載する写真の編集・加工を実習
　・画像ソフトPaint.net（ペイント・ドット・ネット）で写真の大きさ・画質を変える実習。
　・写真画像（ビットマップ画像）に文字を合成する。
　・編集した写真をホームページ（htmlファイル）に挿入表示する練習をする。

section5　ホームページに掲載するタイトルロゴや説明図の制作実習
　・描画ソフトExpression Design（エクスプレッション・デザイン）でタイトルや図を描く実習。
　・出来上がったタイトルロゴ・図形をビットマップ画像として保存。
　・タイトルロゴ・図形をホームページhtmlに挿入表示する実習。

section6　ホームページに写真画像を掲載する  
　・多数の写真画像を所定のレイヤー（フレーム枠）に表示させる実習。
　・利用者に役立つ画像のalt（オルト）やtitle（タイトル）といった文字情報を入れる実習。

section7　ホームページにタイトルや文章を掲載する
　・テキスト（文字・文章）の入るレイヤー（フレーム枠）に文字を入力。
　・文字種、サイズ、色、行のピッチ（line hight）などを調整する方法を実習。

section8　ページ相互の関係を決め、リンク（つながり）を貼る  
　・クリックによりメールソフトが、メールアドレスと件名を入れた状態で起動する仕組みを作る実習。
　・文字･画像部にマウス（カーソル）を乗せたり外すと、画像表示が替わる仕組みを作る実習。

section9　ホームページ公開前の調整とgoogleマップの掲載など  
　・自分のページにgoogleマップが表示されるように設定する実習。
　・複数のブラウザで出来上がったページを表示して、仕上がりを確認。
　・インターネットに公開する前に、全体の最終調整をする。

section10　ホームページをインターネットに公開する  
　・出来上がったホームページデータをサーバーにアップする実習。
　・ホームページの更新やセキュリティなどの注意点を学ぶ。
　・より多くの人に見てもらうための工夫、見やすいホームページにするための工夫を解説。

使用するパソコンはノートブックPC、OSはwindows7。画像ソフトのペイント･ドット･ネットはフリー（無料）ソフトです。
ホームページ制作と描画ソフトは、マイクロソフト社のExpression Studio 4 Web Professional（18,800円）のパッケージ
に同梱されています、また同社Webサイトから試用版（60日間無料で機能制限が無く試用できる）を入手できます。
※ 講座の予習･復習に、ソフトを準備されることをお薦めします。



応募は上記に記入しＦＡＸにてお送りください。応募者多数の場合ご希望にそいかねる場合があります、
あらかじめご了承ください。結果は応募締切後 1週間程度で FAXにてご連絡します。

※記入いただいた個人情報等は、本講座の目的以外に使用されることはありません。
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応募用紙

FAX 06-6768-7649　  その他お問い合わせは tel.06-6768-7002 上野まで

団体・組織名

１. 所属団体名・氏名及び団体への連絡先

２.あなたのパソコンに関する習熟度についてお答えください。（□←該当するものにチェック）
　 □ インターネット検索やメールのやりとりができる程度。
　 □ Excel などの表計算ソフトや、Wordなどのワープロソフト、その他のソフトを週に２回以下の頻度で使用。
　 □ Excel などの表計算ソフトや、Wordなどのワープロソフト、その他のソフトを週に３回以上の頻度で使用。

３. 希望クラス【応募締切 aクラスは6月22日まで、bｃｄクラスは7月31日まで】（□←第1・第 2希望をチェック）
　   第 1希望　　第 2希望　
　 □ aクラス　□ aクラス（土曜 2講義 ×5回）　  7月7･14･21、8月4･11日
　 □ bクラス　□ bクラス（水曜 1講義 ×10回）　8月22･29、9月5･12･19、10月3･10･17･24･31日
　 □ cクラス　□ cクラス（土曜 2講義 ×5回）　  9月1･8･15･29、10月6日
　 □ dクラス　□ dクラス（土曜 2講義 ×5回）　10月20･27、11月10･17、12月1日

電話

FAX

E-mail

URL

住所

代表者の役職名及び氏名

受講予定者の役職及び氏名
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　  ４. 下記のA～D書類の提出に同意し、受講応募します。（□←同意確認、チェックください）
この講座は大阪府が実施する「ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援事業」です。
このため受講確定の団体（支援対象団体）は下記書類の提出が必要です。

〈支援対象団体が提出する書類〉
　A.【（要領様式９）新しい公共支援事業 事業による支援の申請について】
　B.【標準開示フォーマット】団体情報の開示です  （注意：特定非営利活動法人 ,その他法人 , 任意団体で書式が異なります） 
　C.【（要領様式４-１）新しい公共支援事業の成果等報告】
　　　　　　　※書類は大阪府のWEBサイトからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.pref.osaka.jp/danjo/koukyou/h24tetsuzuki.html
　　　　　　　※なお、記入例は弊所WEBサイト｢えきペディア｣からダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://ekipedia.jp/services/kouza/litsup/h24tetsuzuki.html
　D.【事業評価のための受講生アンケート】講座最終回に弊所より依頼

FAX送り先：NPO法人まちの案内推進ネット 　大阪市中央区谷町七丁目 1番 39号

上記の応募 3条件全てに該当するので、以下を記入し無料受講に応募します。

　1. 大阪府下のNPO等の非営利団体に所属している方
　　＜NPO 法人、ボランティア団体、公益法人、特例民法法人、一般社団・財団法人、
　　　社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織が該当します。＞
　2. 所属団体のホームページを開設または改善したいとお考えの方
　3. インターネット検索やワープロ利用程度以上のパソコン利用経験のある方

mail ： kouza24@annai.or.jp

応募条件

　　年　　月　　日
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