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美しいシニアライフを目指し、 

ＩＣＴを活用し「まちの助っ人隊」として活動します。 

平成２２年度県民活動促進キャンペーン事業を山
口県県民生活課との協働事業として３団体が受託し
ました。シニアネット光はＩＴを活用した情報発信
について、県内で実施されるイベントをUstreamを
使ってインターネットで県内に広く情報発信を行い
ました。県民活動推進フォーラムをUstreamの利用
でライブ放映し、岩国市、萩市、下関市などで開催
されたイベントの写真やビデオを編集してUstream
へアップし、県民に広く県民活動の様子を動画等で
見てもらう機会を提供しました。 
特に１１月２８日
に周南総合庁舎で
開催された「第５
回しゅうなん元気
ものフェスタ」で
の周南地域市民団
体等交流会の様子
をインターネット
を活用してライブ
放映しました。ス
テージ発表を定置カメラで放映し、展示ブースの様
子は別カメラで団体のインタビューを含めて２元放
映しました。また、会場来場者へはインターネット
からの受信画像をスクリーンに投影して見てもらい
ました。 

ライブ放映の画像を
新幹線の車内でよく
見えますよと反応を
入れてくれる人や自
宅からライブ放映を
見て楽しそうなので
参加したくなった等
の反応をライブ放映
しながら直接受け取
ることもできまし

た。 
来場された方からはインターネット経由の画面が良
く見えることで、市民団体の活動の様子を知っても
らうことへ利用したいとの意見もいただきました。 

 Ustreamはアメリカで開始されたインターネット
による動画配信サービスで、無料でライブ中継がで
きることから、民間だけでなく行政機関の会議等で
も活用され始めている情報ツールです。比較的安価
なカメラとマイクとインターネットに接続したパソ
コンがあれば、個人で放送局を開設できます。動画
で見る生の映像はまさに「百聞は一見にしかず」で
す。また、Ustreamでは放映した画像を保存するこ
ともできます。 
今回のキャンペーン事業では山口県公益ポータルサ
イトの「はなえる」が開設され、県民が運営する県
民活動をブログと合わせて情報公開できることにな
りました。シニアネット光は「はなえる」の運営団
体として参加しています。市民設営のやまぐち公益
ポータルネットワークは、NPO活動や市民事業の活
性化のため、さまざまな支援を行っていくことにし
ています。NPO、市民活動、ボランティア、コミュ
ニティ活動団体への市民、企業、行政からの信頼を
高めるための情報開示をする基盤を保障し、社会や
地域の課題解決に向けて活動するNPOが、広く社会
や市民からの、理解や支援を得ることを目的に活動
します。 
総務省発行平成22年通信白書によれば、インター
ネット利用者数は、人口普及率は78.0%になってい
ます。 
NPOやボランティア、地域の活動の参加状況につい
ては、「現在参加している」人の割合は10.1％で、
約9割の人が不参加となっている。しかしながら、
NPOやボランティア活動等へ現在参加していない
が、「今後は参加したい」と希望する人の割合は
51.6％で、地域への貢献意識は高い結果となってい
ます。 
今や８０％近い人がインターネットを利用している
状況では、県民活動の情報公開に安くてタイミング
良い情報発信ができるITの活用が便利な道具として
ますます活用されていきます。 
シニアネット光は、今回のキャンペーン事業で得た
ノウハウを市民団体の活性化のために活用していき
たいと思っています。 

 平成２２年度県民活動促進キャンペーン 

「動画発信を活用した県民活動の活性化とネットワークづくりの促進」 

第５回しゅうなん元気ものフェスタをライブ放映  

シニアネット光は、広報および花づくり 

ボランティア団体に登録し活動します。 

 明けましておめでとうございます。 
  本年も宜しくお願い申し上げます。 会員一同 

撮影・インタビューに奮闘のスタッフ 

Ｕｓｔｒｅａｍでライブ放映中の一画面 



 シニアネット光では、県民活動促進キャンペー
ンの受託団体として、インターネットによるライブ
放映を企画しました。ライブ放映に当たっては、
ハードウェアと共に、映像や番組を企画制作する能
力も問われます。しかし私たちのグル－プには、
ハードウェアに関する知識を持った人材はいるもの
の、企画制作に関して経験したものがいません。 

そこで、前回の川口尚子さんに引き続き、元
KRYテレビ制作局長で、前岩国市教育長の磯野

恭子
や す こ

さんにお願いし、プロとしての経験とノウハウ
をお話ししていただくことにしました。 
磯野さんは、ドキュメン
タリー番組において、文
化庁主催芸術祭大賞をは
じめ、数々の受賞をされ
ている優秀な専門家で
す。そのプロから、テレ
ビの出現から現在に至る
までの歴史と、テレビに 

よってもたらされた社会現象までをお話しいただき
ました。 

番組の制作に当たっては、取材相手の「これを伝
えたい」ということを、視聴者に対して伝えること
が、最大限の誠意である。番組の構成や演出は、日
本古来の伝統芸能からきた「序破急」の三段階で行
うことが多い。「序」はことなくゆっくりと－プ
ロローグ・つかみの部分、「破」は速く変化に富
ませ－コンセプト・具体的な内容、「急」は短く
軽快に－結論、と解説していただきました。 

また、ナレーションの七か条についても教えて
いただきました。①センテンスは短く、②何を言
いたいかを明確に、③漢字と平仮名のバランス、
④曖昧な言葉遣いをしない、⑤主語を明確に、⑥
結論をはっきりと、⑦最初に結論を言う。など、
大変参考になるお話しをしていただきました。お
話しの後には受賞二作品のダイジェスト版を鑑賞
し、大変感銘を受けました。 

自主企画講座      「団体活動スキルアップ講座」 

                     身につけよう！！ 伝えるコツ   

自主企画講座          「心に響く伝え方」 

                           ～効果的な映像の使い方～ 

 １１月6日山口県総合保健会館で、平成22年度県
民活動推進フォーラムが開催された。県民活動を
もっと広げ活発にすることを目指して、１００名以
上の参加者による活発な意見交換が行われた。 
 午前中に梅光学院大樋口紀子教授と下関市立大川
野祐二准教授の基調講演があり、午後は講演者を
コーディネーターにワークショップが開催された。 
樋口教授からは、自分の海外留学時代に途上国での
体験がその後のボランティア活動への取組へのス
タートになった体験を交え、学生時代のボランティ
ア活動体験の重要さを紹介された。実際に途上国で
の学生ボランティア活動の様子を、ビデオを使って
紹介された。フォーラム参加者へ学生ボランティア
の参加呼びかけへの具体的なアドバイスがあった。
川野准教授からは、公共の場での組織マネジメント 
の特徴について紹介があった。公共とは不特定多数 
 

の人々が出入りする場所であり、特定の誰かのため
ではなく、大勢の利益になることを目指すものであ
る。そこでは複数の利益集団がそれぞれ自己主張を
繰り返す場である。利益集団の特徴を見抜くことが
公共マネジメントでは大事である。反対者が現れる
ことへの分析と対応は大事なマネジメントである。 
午後の分科会では
平成22年度のやま
ぐち県民活動パ
ワーアップ賞の受
賞６団体の活動紹
介を交え、今後の
県民活動の活性化
について活発な意
見交換が行われ
た。 

・伝えようとする路線を考えよう 
・情熱、清潔感、和風感（中高年対象の場合） 
 仕上げ  動きを付ける（アニメはほどほどに） 
      映像・画像も大切･･････百聞一見にしかず 
      時間は守ろう･･････そのためには しっか 
               りと練習をしよう 
      人間の集中は 17分？ 7分？ 5分？ 
             多分 5分くらいであろう 
・ＰＣの画面やスクリーンばかりを見ていないで、お客 
 の方を見る 
 作り手、聞き手ともに「素材」の「味」を楽しめ
るプレゼンをする 
「私たちという団体の存在《人格》と活動目的
《ミッション》をハッキリし、 ハッキリした広報
を 相手の気持ちや理解度を意識しながら 創るこ
とが 「伝えるコツ」である事を学ぶことができ
た。これからの活動に活かしてまいります。  

講義中の磯野 恭子さん 

基調講演会場 

盛会な講座会場 

「やまぐち県民活動きらめき財団 平成22年度県
民活動団体助成事業」として、ＮＰＯ法人「ふくお
かNPOセンター」理事長の古賀 桃子さんを講師
に迎え、「身につけよう！！ 伝えるコツ」と題
し、１１月17日に団体活動スキルアップ講座を受
講者３４名で開催しました。 
「日常の団体活動や地域社会で 自分たちを明確に
知ってもらう、正確に伝えることについて大切さや
極意・聞く人の立場を考えることと進め方のコツを
お話しいただきました。」 
講座内容は 
「広報」の極意」とは 
 ・自分たちという存在をハッキリと把握しておくこと 
 ・自分たち（自分たちの団体はどういう存在か？） 
 ・自分たちという存在を周囲はどう見ているのか？  
 ・自分たちを一言で表すと？ キャッチコピーは通 
  常は10文字程度 最大でも15文字 
 ・伝えたい気持ち、一緒にやろうよという気持ち 
ハッキリした広報をすすめるためには 
・広報力を高めるために下準備をしよう。「記憶される 
 ぐらいに！」 
・プレスリリースの場合 メールよりＦＡＸの方が良 
 い。 3枚程度 
・プレゼンの場合 パソコンにこだわらなくてよい 
 伝えたいことを決めよう  手書きで 
・スケッチ(全体のこまづくり)を立て、全体の展開 

     「県民活動推進フォーラム」に参加 

        県民活動がもっと拡がり 活発になるためには！   



 市民活動をひろく知ってもらおうと地域づくり支
援センターのロビーを会場に始まった、「“市民”
の部活」。学校の部活のように、好きなことや得意
なことを同じくする者が集まって、部室でワイワイ
やりながら目標に向かおう、どうせやるなら部活ぐ
らい楽しくという活動です。学業（本業）も大事に
しながら、時に「これしかない」ぐらいの熱い気持
ちになれるのも部活（市民活動）です。 
 今回、「まちの元気は図書室から」のテーマで、
４つのグループの共同企画で開催されました。やま

びこ文庫（室積）、絵本の会六三
む つ み

（浅江）、おはな
し広場（島田）、アリスの会（学校図書ボランティ
ア）です。 
 ともに地域の公民館図書の管理をしており、小学
校等での読みきかせの活動をしています。自分たち
の活動を紹介するならこのふたつをメインにと、展
示は公民館図書を持ち寄り、読みきかせの活動は
「五分間劇場」と題して、リレー形式でつないでい
くことにしました。 
 当日ふたを開
けてみると、そ
れぞれの特徴を
もった公民館図
書たちが、紅葉
に彩られ、魔法
の絨毯ばりの布
の上にディスプ
レイされ、ダン
ボールで作った  

お菓子の家では子どもたちが入って遊び・・・・。
五分間劇場も、絵
本の読みきかせ、
紙芝居、人形のパ
フォーマンス、語
りと、子どもたち
への読みきかせと
はいい、実はいろ
いろ工夫している
様子を紹介できま
した。 
 それぞれ自立したグループですから、何をどこま
で任せられるのか、できないことは何か、どう対策
するかということが、信頼の中で決められます。話
し合いを2回ほどしましたが、予定の半分の時間で
打ち合わせは終わり、あとは“部室”さながらガヤ
ガヤと本のこと・子どもたちのこと・公民館や学校
の図書室のこと等、話ができました。公民館とも今
までとは違った側面で話をし、協力を得ることがで
きました。 
 ほんのちょっといつもと違う何かをすることで、
ほんのちょっといつもと違うアクションがおこせた
り、返ってきたりします。それは活動にとっての触
手だったり触角だったり。ネットワークというのは
ネットをはって飛んでくるかもしれないものを待つ
ものではなく、きっと、それぞれの触手や触角のふ
れ合い・つながり合いなのだろうと思います。 
        おはなし広場 小林 久美 

８ 
 ひかり市民活動協議会  市民参加の「第3回市民の部活」を開催 

 この度、会員誰もが自由に記載でき、タイムリーな情報を数

多く記載され情報を共有でき、多くの方々に観ていただけるよ

うにブログを開設いたしました。 

     http://blog.canpan.info/sn_hikari/ 

「イベント情報」・「行事予定カレンダー」・「最新記事」・

「カテゴリーごとに整理された過去の記事」を載せておりま

す、上記ＵＲＬアドレス又はシニアネット光アドレス 

    「http://snhikari.cool.ne.jp/」」より閲覧ください。 

 

山口県の公益ポータルサイトにブログ開設 

     最新情報を開示・みなさまの利活用を期待！！ 

11月６日(土)山口市で開催された「やまぐち県民
活動推進フォーラム」の基調講演をUstreamでライ
ブ放映しました。 

会場はインターネット環境が整っていなかったの
で無線アンテナを使用しました。このネットワーク
が使用可能か心配しましたが、アンテナの位置が室
内よりも廊下の方が良いことが分かり、アンテナを
手すりにくくりつけました。 

配信用のパソコンとは別に、受信用のパソコンを
設置し、受信画像を見てもらったことで、ライブ放
映に関心を持っていただき、質問された方への説明
もやりやすく、理解も深まったと感じました。 

スピーカーからの講師の声がよく聞こえ、視聴さ
れるかたにも分かりやすかったと思います。 

このようなライブ放映
ができれば、遠くに住ん
でいても講演会などを聴
講できますし、地域のイ
ベントなどの配信もでき
るので、今後いろんな活
用場面が広がる予感があ
ります。 

これまで、「ＩＣＴを活用してまちづくりの助っ
人隊として活動」してきましたが、この間に蓄積し
た得意技術を駆使し、県内各地での県民活動推進
キャンペーン事業のイベントを取材、又は送っても
らった写真を編集してインターネット上の動画配信
サービスのUstreamで放映しています。 
・10月 2日 周南市 第61回徳山のんた祭 
・10月 3日 下関市 明るい社会づくり講演会 
・10月 9日 宇部市 宇部ファミリー1 Day 
           キャンプ 
・10月 9日 下関市 講演会「下関市民の活動的な 
           85歳を目ざして」、高齢社   
           会をよくする下関女性の会 
・10月11日 周南市 第10回永源山公園ゆめ 
           風車まつり 
・10月24日 萩市   秋のこどもまつり 
・11月 6日 山口市 県民活動推進フォーラム  
              基調講演 
・11月20日 岩国市 紅葉まつり 
・11月28日 周南市 第５回周南地区市民団体 
           交流会 
URL  http://www.ustream.tv/channel/2010genki 

会の蓄積した得意技術・ノウハウを使って活動 
「県民活動推進フォーラム」をライブ放映          写真を編集・動画配信 

ライブ放映の一画面 

子ども多く集まり楽しそう！！ 

持ち寄った公民館図書の展示風



パソコンの個人指導のチラシを見て、思い切って
行ってみました。交流ひろばでは、１対１の対面指
導が原則で、理解をしながらゆっくり進んでいくと
いう指導方法でした。 
まずは、基礎のワードでの文字入力から始まり、エ
クセルを使っての自治会の会計報告書作成、そして
今では写真や絵を入れたチラシまで作れるようにな
りました。途中では、交流ひろばに来ている全員と
コーヒーを飲みな
がらの雑談、情報
交換の時間もあ
り、回数を重ねる
ごとにたくさんの
個人、団体の方た
ちとの出会いもあ
り、日常の会の活
動に役立っていま
す。 
パソコン知識はいりません。習いながら覚えたら良
いのです。 
インターネット、メールで世界が広がります。 
認知症予防にぜひ始めてみませんか。 

市民パソコン相談 
場 所：光市光井4-28-1 

    光市生涯学習センター 

    （光井公民館内） 

    ☎0833-72-3447 

曜 日：土曜日 

時 間：10:00～12:00 

予 約：不要 

費 用：無料 

パソコンと楽しい出会い 

曜 日：月曜日、金曜日 

時 間：13:30～15:30 

費 用：個人指導 500円 

＊日時は相談に応じます 

★大歓迎 

 パソコンに初めて触る人 

 パソコンを便利に使いたい人 

 仲間づくりがしたい人 

インターネットに接続された環境で 

パソコンがいつでも使えます。 

  シニアネット光交流ひろば 

ふれあい・すぐ傍に相談できる人がいる 

お互いに教え教えられる・気軽に情報交流 

安心感が得られる・パソコンが怖くなくな

る 

パソコンと仲良くできる・超初心者の方歓迎 

予約は要ら

ないよ。 

『光市情報学習推進協議会』主催 

■桜を美しく撮影する 
目で見たままの美しさを写真で表現するには、どうすればいいのでしょうか？まずは桜を撮影する前に押さ
えておきたい基本のポイントです。 
 桜といえば、やはりイメージするのはあのほんのりピンクがかった美
しい花びらの色です。「写真に撮ると思った通りの色が出ない！」とい
う場合は、カメラの設定をチェックしてみましょう。「露出補正」で明
るさを、「ホワイトバランス」で色合いを調整するだけでも、桜らしい
色合いに近づきます。また風などで被写体が動いてしまう時は、ISO感
度を高く設定し、速いシャッタースピードで撮影することで改善できま
す。 
露出補正機能。 
 露出を段階的に微調整して撮るための機能。一眼レフカメラはもとよ
り、最近のデジタルコンパクトカメラにもほぼ内臓されています。まず
は、お持ちのカメラでこの機能の使い方などを確認してみて下さい。 
露出補正機能は、補正する割合を好みの分量で設定できるようになっている機種もあります。その場合は、
できるだけ細かい割合で撮れるように設定してみましょう。それだけ微妙なさじ加減を調整できます。 

「わたしの交流ひろば」   

 今では、日常のいろいろな活動や自治会活動等
に便利に活用しておりますが、数年前まではパソ
コン無くても、インターネットを利用しなくても
生活に支障はないし、興味も、必要も全く感じて
いませんでした。それが今では、生活の中にパソ
コンがなくてはならない道具となり、インター
ネット、メールを活用しなくては不便で日常活動
の制約をうけるような状態になっています。 
 パソコンを利用するきっかけとなったのは、５
年前に「光市認知症を支える会」の会長を引き受
けることになり、自分自身でチラシづくりや資料
づくりをしなければならない立場になりました。
その時、たまたま使ってない息子のパソコンが
あったので始めてみようと思い立ちました。周南
コンピューターカレッジの受講生募集を知りさっ
そく申込みました。パソコンの名称はなかなか覚
えられない、スクリーンを使っての集団講義で理
解がままならない状態でも講義はどんどん進んで
行きました。家で復習しようとパソコンを開くが
ちんぷんかんぷん・・・・７日間の講義が終わり
頭には何も入っていませんでした。 
 そんな時「シニアネット光 交流ひろば」での 

わたしのＩＣＴ活用はこのようにして始まった！！     友の会会員 山下 悦子さん 

市民パソコン学習会 
場 所：光市光井4-28-1 

    光市生涯学習センター 

    （光井公民館内） 

    ☎0833-72-3447 

費 用：600円/1日 

予 約：要 

内 容：1日及び2日コース 

 ８ 

シニアネット光は交流ひろばを 
市民の活動拠点として開放しています。  

「光市認知症を支える会」でも 

活躍の山下さん（左から２番目） 

ブティック 
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光警察署 光駅 

国道188号線 

エッソ 

室積 

彩葉 交流ひろば 


