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 シニアネット光は、まちの助っ人隊として、

ICTを広く市民の皆さんに活用していただきたい

との思いで活動しています。 

 平成26年度の情報化の進展に関する事業で

は、県内のシニア地域活動リーダー養成講座の受

講者を対象に、ICT

活用講座を実施しま

した。また、シニア

のICT指導者である

シニア情報生活アド

バイザー養成講座、

及び資格更新講座を

実施しました。県内

の岩国市、柳井市、周南市、光市など、各地で複

数回のタブレット体験講座を実施しました。 

 総務省「ICTシニアコミュニティ形成促進プロ

ジェクト」に取り組みました。この事業は、全国

11自治体で開催され、中国地方では光市で開催

されました。10月から3ヵ月の間、4日間で、計

12時間の講座を計6回開催しました。実施団体で

あ る 光 市 と 連 携

し、事務局の一般

財団法人ニューメ

ディア開発協会の

支援を受け、シニ

アネット光が実施

団体として、講座

の環境整備や講師

を担当しました。1コース15名の参加で計6コー

ス90名の方が受講されました。最終日にはタブ

レットの活用の可能性について、ワークショップ

方式で意見交換を行い、社会参画への活用につい

て提案してもらいました。身近かな生活を便利に

する・生活を楽しむことへの活用について、料理

のレシピ利用、ショッピング、知らないことを調

べる、テレビ電話を利用して遠方の家族や知人と

会話する、旅行で利用す

るなどの提案がありまし

た。社会参加に利用する

視点では、独居老人の支

援、認知症予防活動、高

齢者の安否確認、

地域の情報発信や

交流に利用するな

ど、つながりづく

りへの活用につい

ての提案がありま

した。 

 まちの活性化に関する事業では、光市内の認知

症予防講座として、高年者生きがいセミナー及び

脳力アップセミナーで、タブレットの活用に不安

を持っている方に、タブレットが、暮らしの中で

便利に使えることを理解していただける機会を提

供できました。 

 また、平成26年度から始まった、光市元気な

まち協働事業で、市民の元気な活動を専用の

Facebookページで公開する、情報発信事業に取

り組んでいます。 

 市民活動活性化

に関する事業とし

て、佐賀県武雄市

の職員に来ていた

だ き、Facebook

活用による情報発

信啓発講座を開催しました。また、毎週1回地域

づくり支援センターでiTeaカフェを開催し、市民

のICT活用への支援を行っています。 

 市民活動団体の支援事業として、認知症予防交

流カフェで、タブレットの活用支援、及び福祉関

係団体の業務合理化等の支援を行いました。 

 シニアネット光の活動をより分かりやすく情報

発信するため、ホームページをブログ方式に変更

し、会のFacebookページと連動して、最新情報

を提供できるように工夫しました。 

 シニアネット光は、今年度も引き続き、市民の

ICT利活用を支援するため、活用講座の開催や、

活用への不安に気楽に相談ができるよう対応して

いきたいと思います。また、ICTを活用してまち

の活性化や市民活動団体の支援を行って、まちの

助っ人隊として、市民のICT利活用を支援してい

きます。 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 



脳力アップセミナー・高年者生きがいセミナー 

小学校でiPad体験セミナー 

 光市の「脳力アップセミナー」は「あいぱーく

光」を会場にして、概ね50歳以上の方を約50人

募集し、年間６回開催されます。テーマは毎年工

夫されますが、認知症予防や調理実習、ゆる体操

などが人気があるようです。 

 「ひかり高年者生きがいセミナー」は、「光市生

涯学習センター」を会場にして、約４０人を対象

に年間７回開催されます。今年度のテーマで人気

のあったものは大和言葉の世界、わかりやすい相

続の話と伺いました。 

 今年、この２つのセミナーの中に、シニアネッ

ト光からそれぞれ

「タブレットで楽し

く脳力アップ」、「楽

しいことへの出会い

～タブレットで楽し

もう～」というテー

マで講座を開催する

ことができました。 

 講座の内容は、「暮らしに役立つタブレット」と

して、インターネットで調べる、メモや写真とし

て記録する、メールやFaceTimeなどで人との交

流、Facebookで情報発信、楽しむための音楽や

読書、ゲームなどで、これらのことが１台ででき

ること、持ち歩きができること、画面が大きくて

美しいことなどの紹介をしました。 

 さらに、YAHOOの画面を使ってタップやスワ

イプ・フリック・ピンチアウト・ピンチインなど

の基本操作、写

真撮影、撮影し

た写真を印刷し

ないで画面でそ

のまま見せる、 

卵焼きゲーム、

漢字練習などを

体験をしていた

だきました。 

その他に、いろんなアプリの紹介や情報発信の有

効性などの説明をしました。 

 事 後 に ア ン ケ ー ト を お 願 い し ま し た。 

☆「受講前はどのように思っていましたか？」～

〔若い者が使うもの〕〔難しそう〕〔小型のパソコ

ン〕〔触ったことがないので不安〕〔無縁の物と

思っていた〕など 

★「受講後の感想をお聞かせください」～〔２時

間でいろんなことができた〕〔持ち歩くことができ

て便利〕〔意外と簡単で楽しかった〕〔できれば買

い求めたい〕〔レシピが役に立ちそう〕〔ほしいと

思うがパソコン

で 充 分〕〔機 械

の値段や毎月の

経費について知

り た い〕〔楽 し

い ア プ リ が あ

る 〕など 

 来年度も、新

しい受講者と共

に、育つ機会が

あればよいと考

えています。 

いろんな活動をとおして知り合いになった先生

を手がかりに、上島田小学校、浅江小学校（２

回）、塩田小学校で iPad体験セミナーを開催しま

した。 

内容の骨子は、上記の脳力アップセミナーなど

と殆ど同じで、先生向けに、漢字練習や日本地図

ゲーム、小学生向け

の学習アプリなどを

加えました。 

 塩田小学校では、

LINEについての話も

出て、この便利な機

能がなぜ無料で使え

るのか、個人情報の

管理の大切さ、相手を傷つけ

る言葉や噂話・悪口を書かな

いなどのマナー・小学生に対

して放任せず、親や教師が知

ることの大切さ・使う上での

約 束 事 な

ど、今 後 も

勉強してい

くことにな

りました。 

シニアネット光の会員が１月

に武雄市山内東小学校に「反転

授業」の参観に行ったので、そ

のお話も少ししました。 



連載１ パソコン・タブレット・スマホの違い、など 

 パソコン・タブレット・スマートフォン（通称

スマホ）は、コンピュータの一種です。いずれ

も、演算処理装置、記憶装置、補助記憶装置、表

示画面と入力装置などを持っています。 

パ ソコンは中でも一番処理能力が高く、複雑

な文書を作成したり、高度な計算やビデオ

編集などに優れた能力を発揮します。しかし習熟

するには、多大な時間と努力を必要とします。 

タ ブレットは、立ち上がりが早く、比較的大

きな画面で軽くて持ち運びに便利です。1回

の充電で長時間使用できます。画面を指や専用ペ

ンでタッチして操作することに特徴があります。

楽しい写真を撮って、直ぐに大きな画面で、たく

さんの人と一緒に楽しむこともできます。 

ス マホは、タブレットの特徴をそのままに、

電話機能を持っていますが、画面が小さい

ので高齢者にはあまり向いていません。 

 タブレットとスマホとの大きな違い

は、電話機能を持っているかどうか

と、画面の大きさです。スマホはいつ

でもどこでもインターネットに接続で

きますが、タブレットは機種に依存し

ます。（Wi-Fi型とWi-Fi＋Cellular型） 

イ ンターネットを活用することに

強い抵抗を持っておられる方が

おられます。マスコミでは、金銭などの被害に

あった負のイメージが大きく報道されています。

しかし現代においては、インターネットの迅速な

情報を活用しない手はありません。インターネッ

トにより、日常生活がより便利になったり、災害

からいち早く身を守ることもできます。 

 しかしながら、世の中にはいい人ばかりではな

く、悪意を持って利用している人がいるのは否定

できません。インターネットを利用するには、現

実の世界と同じように、最低限のルールやマナー

があります。OS（基本ソフト）などのアップ

デートは必ず実行しましょう。また、ウィルスや

スパイウェアなどを防御するセキュリティ・ソフ

トのインストールとアップデートも必須です。 

 パソコンには、WindowsやOSXなどのOSがあ

り、複数のバージョンが存在しています。タブ

レットやスマホにも、iOSやAndroidなどのOSが

あり少し複雑です。しかし、最初の

ハードルさえ超えれば大丈夫です。 

か け込み寺～私たちはICTに関す

る相談に対応しています。 

月曜日と木曜日の午後1時半から開

催していますので、分からないこと

があれば、お気軽にご相談にお越し

ください。 ★第4面の地図参照。 

光市図書館祭り・しゅうなん元気もの交流フェスタへの参加 

 11月８日（土）光市立図書館で図書館まつり

が開催されました。今回のイベントは、市民で構

成された図書館ボランティア協議会が実行委員会

を立ち上げ、5 月か ら企画 して きた もので、

1,200名の市民が参加されとても賑わいました。 

 図書館を市民に身近に、交流

の場として利用してもらうため

に開催したもので、ブックリサ

イクル、おはなしの会、折り紙

ワークショップなど11団体が

パネル展示やブースを担当して盛り上げました。 

 シニアネット光もこれに参加し、情報コーナー

の展示を担当して、300名の子どもたちにゲーム

などでタブレットを楽しんでもらいました。 

 今回が最初の図書館まつりでしたが、これを契

機に、市民に親しまれ、また市民が盛り上げる図

書館になることが期待されます。 

 11月16日（日）、周南市総合庁舎で周南地域

（周南・下松・光）の市民活動グループが集ま

り、培ってきた活動内容や

ノウハウを市民の皆さんに

実演やパネル展示で紹介す

る「第9回しゅうなん元気も

の交流フェスタ」が開催さ

れました。 

 参加団体は27団体と昨年より少なめでした

が、朝から小雨の足元が悪いなか、約600名の方

が会場を訪れ賑わいました。 

 シニアネット光は、パネル展示やチラシの配布

をするとともに、iPad2台を持参して体験コー

ナーを開設し、来場のお客さんにタブレットを楽

しく体験してもらう場を提供しました。  

 参加団体の自己紹介で、これからの時代を先取

りするタブレット（iPad）を「見て下さい、触っ

て下さい、聞いて下さい」とア

ピールしたところ、関心のある方

は 足 を止 めて iPad を 触 りな が

ら、パソコンとスマホとの違い

や、料金プランなどの相談が寄せられました。  

 また、ゲームアプリなどで簡単に楽しむことが

できることなどを体験していただきました。 

 「使えるととても楽しい」ということと合わせ

て、「シニアネット光では、iPadに関する正しい

最新のいろいろな情報をご提供しています！ご利

用ください」とのアピールも

しました。 

 この交流フェスタが、団体

同士の相互交流の場として、

何らかの形で今後も続けられ

ることを願っています。 



我が家にiPadがやって来た！ 便利さを実感‼ 

 私の所属しているシニアネット光のメンバーの

方々は、常に新しい機器をいち早く買って、その

便利さや楽しさを習得し、広く市民 

のみなさんに広めている。 

 その中では私は少し奥手で、新しい

挑戦には手を出さない。ある日そのメ

ンバーの一人から iPadを譲っても

らった。その iPadは、Wi-Fi電波で

のみ外の世界(インターネット)と繋

がる。以後私の生活は今までとは少

し 変 わ っ た。も ち ろ ん 外 出 時 は

iPadを持っていく。 

 ある時、珍しい野菜をもらった

のだがどんな料理に使えるのかよ

く解らない、そこで iPad の出 番だ。 

すぐに検索、その日の夕食の一品に加わった。今

までならわざわざパソコンのある部屋に行きス

イッチを入れ、しばらくしないと目的の結果は手

に入らないのだが、iPadは便利だと実感。 

 都会と違い、光市内ではフリーで使えるWi-Fi電

波が飛んでいる場所が少ない。フリーで使えるWi

-Fiの電波が出ている場所を調べているが、今の所

私が外でネットが使えるのは、地域つくり支援セ

ンターとセブンイレブン、ローソンだが、申請や

設定が必要だ。 

 先日熊本まで車で出かけた。途中、阿蘇で写真

を撮った。もちろんiPadで。後日、その時の写真

を見ると写真を撮った場所の情報が一

緒に付いていた。遠く阿蘇連山の写真

だが、どの辺りから撮ったのかがよく

わかる。私のiPadは単体ではイン

ターネットには繋がらないので偶然フ

リースポットのWi-Fi電波に繋がり、

位置情報が上手く取り込めたのだ。 

 卓球のグループに所属しているのだが、この度

グループの親睦旅行に参加。当然写真を撮るのに

デジカメは持参。たまにiPadでも撮りながらのバ

ス旅行だ。途中のバス内で「ちょっとこれ見

て！」と植物園で撮った綺麗な蘭の花を見せた。

技術的な撮影の仕上がりはデジカメには劣

るが、その場ですぐ観られ、その画

面の大きさと鮮やかさには文句なし

にiPadに軍配が上がる。画面を見た

人のリアクションでそれが判る。に

んまり☺これぞiPadの優れたところ

だ。 

夜、宴会の後の余興ではミニ卓球。早

速iPadで動画撮影、これも翌日のバス

内で披露。楽しい笑い声と共に珍プレー

の動画。それを見て昨夜の楽しいひと時

を又楽しむ。後日、写真を含め編集し、

DVDに焼いてアルバムと一緒に配布。 

 年末には毎年会社のOB会がある。今年は昔の懐

かしい写真を持ち寄ろうとの提案があり、昔のア

ルバムを取り出したが、10冊以上の中のそれぞれ

のアルバムに数枚ずつ目的の写真があった。全部

持っていくのは大変、うまく剥がせない。そこで

iPadで撮って持って行った。非常に便利だ。OB

会に持って行って皆に回覧した。大きな画面（ア

ルバムの写真より）で、他の人が持参したアルバ

ムよりは迫力がある。集合写真を拡大して見る。

あの頃はみな若い。話が盛り上がり思わず時間も

過ぎていった。 

 次の挑戦は、他人にはタブレット

端末は便利で遠く離れた外国に住ん

でいるお子さんやお孫さんと簡単に

テレビ電話が出来ますよ！とPRして

いるのだが、私はまだその実体験が

ない。海外旅行の際、遥か遠くから

メールとFaceTime(テレビ電話)に挑

戦したいと思っている今日この頃だ。 

（会員AM投稿） 

『編集後記』 新年明けまし

ておめでとうございます。

昨年は総務省のシニアのた

めのタブレット講座をはじ

め、iPadを中心とした活動

を行ってきました。ご家庭

におられる女性やリタイア

された方々には、操作が簡

単で優しい、タブレットに

徐々に置き換わっていくで

しょう。情報の受発信には

十分な機能を持っており、

中でもiPadは初心者に優し

い機器として、私たちは推

奨しています。（ヤ） 


