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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

 今回は情報発信の取り組みとして光市民活動ポー

タルサイトの開設支援と光市民団体の紹介冊子の作

成について紹介します。 

☆光市民活動ポータルサイトの開設支援 

ひかり市民活動協議会が中心になって、光市情報推

進課や光市地域づくり支援センターと連携して市民

活動ポータルサイトの開設を目指して取り組んでき

ました。シニアネット光はひかり市民活動協議会の

構成メンバーとしてポータルサイトの開設を支援し

ました。ポータルサイトはインターネットを活用し

たホームページのいわば玄関口で、ポータルサイト

を見れば光市の市民活動に関する関連情報を知るこ

とができるものです。今回、ひかり市民活動協議会

にポータルサイト運営委員会を立ち上げ、その構成

メンバーとしてシニアネット光から数名が参加し

て、光市市民活動ポータルサイトの開設を支援しま

した。 

 市民活動ポータ

ルサイトは先進地

ではいろんなサイ

トが公開されてい

ます。市民がつく

る市民のための

ポータルサイトの

開設を目指して、

約6か月間の活動

に参加しました。 

 山口県域のポー

タルサイトである

「はなえる」の運

営団体としてシニ

アネット光は参加しておりますが、光市においては

より身近な市民活動活性化を目指し、次のようなサ

イトの開設に取り組みました。 

①市民および市民団体が自ら参加し市民活動を活性

化するための機会つくりをする。 

②市民活動の活性化へ市民および市民団体が身近に

感じることのできるサイトにする。 

③県及び関係団体の情報を容易に入手できるサイト

にする。 

④自分たちで記事を掲載したり、メンテナンスでき

るポータルサイトにする。 

⑤市民がボランティアやＮＰＯ活動に参加できる機

会を提供する。 

平成23年4月に予定通り、ポータルサイトを開設

することができました。ポータルサイトは常に関係

者で更新しレベルアップしていく必要があり、今後

もポータルサイト運営委員会の参加メンバーとして

盛り上げていきます。 

☆光市民団体の紹介冊子の作成 

ひかり市民活動協議会を構成している14団体の活

動情報を、シニアネット光のホームページで公開し

てきました。市民から紙媒体での情報発信を要望す

る意見が多く寄せられ、このたび紙媒体での情報発

信を行うため、紹介冊子を作成し、地域づくり支援

センターをはじめ、市

内公民館、県関係先へ

配布送付しました。各

団体の会員数や会費及

び連絡先等の基本情報

から、活動内容から会

員募集など市民への参

加の機会を提供する内

容を織り込みました。

今後も参加団体の増加

及び活動内容のより充

実した発信に努めてい

きたいと思います。 

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。 

  きらめき財団からの平成２２年度（２年目）県民活動ジャンプアップ事業 

       「ＩＣＴの活用による市民活動の活性化支援事業」県に活動報告を提出 

シニアネット光では、公益財団法人きらめき財団から県民活動ジャンプアップ助成事業として、「ICT

を活用した市民活動活性化支援事業」に取り組んでいます。 

２年目の事業として、平成22年度は平成21年度の活動をさらにジャンプアップするため、①ICTを活

用しての市民活動の情報発信、②市民活動参加呼びかけへの情報発信、③ホームページ情報を紙媒体にし

て情報発信、④市民活動活性化のための企画講座の開催、⑤ICTを活用しての市民活動支援、相談、アド

バイス、事務支援等の活動を積極的に展開し、この度２年目事業の活動結果報告書を提出しました。 



生涯現役社会づくり学会平成23年度総会・大会

が、６月２６日（土）防府市文化福祉会館で開催さ

れました。「生涯現役社会づくり学会」は、研究者

や地域活動家、行政や関係団体、企業の皆さんなど

の参加を得て、高齢者・中高年の生きがいや健康づ

くり、社会貢献活動・就労等の促進などについて、

地域に根ざした調査研究や支援活動を行い、その成

果やノウハウを県内外に向け広く情報発信する、

「動く学会」「考える学会」そして「動きながら考

える学会」、そんなユニークな学会です。 

台風5号の影響による強風が吹く中、約60名の方

が総会及び大会に参加されていました。総会は辻正

二山口大学教授による挨拶に続き、事務局より事業

報告及び会計報告が

あり、更に今年度の

事業計画及び予算が

提案され、満場一致

で承認されました。 

午後からは3名に

よる自由報告があ

り、シニアネット光

からは市民団体同士 

の連携による市民活動の活性化について実践事例を

発表しました。 

輝きクラブ（老人クラブ）のパソコン教室支援、

光市民活動ポータルサイト構築運用の支援、

県民活動促進事業、やまびこ文庨の蔵

書管理システム構築、障がい者自立の

ための漬け物プロジェクトの協働事業

などの紹介を行いました。また、展示

コーナーでは、山口国体マスコットの

「ちょるる」の折り紙のビデオの紹介を

行いました。 

その後学会から、昨年度実施された会員意識調査

の報告がありました。 

最後に昨年度オパール事業に採択された5団体に

よるシンポジウムがあり、光市認知症を支える会か

ら山下さんが発表されました。明るく分かり易い説

明と発表資料、そして本事業の実施により、会員増

加があったとのうれしい報告がありました。 

生涯現役社会づくり学会が助成するオパール事業

は、県内のシニアグループを対象にした、創意と

チャレンジ精神に溢れた地域貢献に関する企画提案

を求めています。 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）資格更新セミナー開催 

                 県内各地域から１５名が参加・受講 

   生涯現役社会づくり学会 第8回総会・大会に参加  自由報告で活動事例を発表 

     「団体同士の連携による市民活動の実践」 ～ＩＣＴを便利な道具として活用しよう～ 

行政との関わりの難しさ、経費捻出の難しさ、他の

地域ＳＮＳとの連携のしかたなど、今後の展開や運

用の課題についてのお話をしていただきました。 

 「新单陽輝きクラブ」は高齢者のグループです。

このグループには４人のアドバイザーが居られ、自

分たちの活動の原点がサロン古市にあり、絵手紙や

カラオケ教室など、みんなが先生、みんなが生徒と

して活動されているそうです。パソコン教室ではパ

ソコンを持ちなさい、インターネットにつなぎなさ

い、プリンターも買いなさい、と言っています。魅

力ある活動には人が集まります。輝きクラブの会員

数は右肩上がりですと元気にお話をされました。 

 Dropbox という便利なオンラインストレージの

使い方や、本のあるページでもそのまま投影できる

多機能プロジェクターなどの紹介もありました。 

 セミナー終了後の懇親会も盛り上がりました。 

 こんな出会いも、シニア情報生活アドバイザーを

共にやっているからできたものだと、嬉しく思って

います。あなたも挑戦してみませんか？ 

シニア情報生活アドバイザー制度は、アドバイザ 

ーがその活動を通して、多くの高齢者がパソコンや

インターネットを活用して、より楽しく生き生きと

した活動的な生活を送れるようにすることを目指し

た制度です。その活動は、卖にパソコン等の操作を

教えることだけでなく、パソコンやインターネット

を社会参加・貢献のために役立てる方法などをアド

バイスし、アドバイザー自身の生き甲斐にもつなが

るものです。 

 アドバイザーは３年おきに資格の更新をします。

今回の資格更新セミナーは、運営する立場の人を含

めて１５人での開催となりました。 

今回の更新対象者は多士済々で、普段の活動状況

を聞くだけで十分な効果を得ることができました。 

宇部からは、地域ＳＮＳ「うべっちゃ」の会長をな

さっている方が参加されました。先日、発足２周年

記念大会にお邪魔したばかりですが、活動の概要

や、会員の声として幅広い年齢層や職種の方とネッ

トワークができたこと、情報発信の場ができたこと  

会の趣旨に賛同され、こんな思いの方を歓迎！！ 
気軽に参加してください。 

◇仲間との交流と触れ合いで若い自分を発見したい 
◇自分の学んだこと、経験したことを役立てたい 
◇相談に乗ってくれる仲間が欲しい 
◇ネットワークの輪をもっと広げたい 
◇自分の思いを仲間と一緒にチャレンジしたい 

◇電話（兼）FAX：050-1476ｰ1874 
◇メ ー ル   ：sn_hikari@ybb.ne.jp. 
◇会   費   ：月500円（年6,000円） 
◇入 会 金   ：丌要 

2011年７月１日からホームページアドレスが変更になりました。新アドレス：http://sn－hikari.net/ 

発表中の山田正美会員と会場全体



「山口どこでも紙芝居フェア 2011 in 光」 

   県下の紙芝居団体（２４団体）が同時に一挙上演    

     ＮＰＯ法人 虹のかけ橋の新規事業 

                 「障がい者預かり事業の事務処理合理化」を協働で取り組み 

 主催者から「自分たちも全部見たいのだけれど、

それができないので、ビデオに撮ってほしい」と依

頼され、視聴覚室での上演を全て収録しました。 

中学生のジュニアリーダーが大活躍していました。

楽しい１日を過ごすことができました。 

活動開始時より取り組みを行ってきた「レスパイ
ト事業」は、サポートを必要とする人が「地域で普
通に過ごす場」として、会員の皆さんから身近な
サービスのひとつとして利用していただいていま
す。また、受託した事業の谷間を埋める事業とし
て、対応可能な限り緊急時の受け入れについても
行ってきました。 

この度の事業内容の変更に伴い、事業内容そのも
のは大きく変わりませんが、事務的な業務の大幅な
見直しが必要となりました。自立支援業務のソフト
は導入したものの、周辺市町からの受託業務は微細
な制度の違いがあり、利用者の認定区分により料金
体系等複雑な仕組みで、職員の業務が非常に煩雑に
なっています。昨年度の漬け物事業に続き、シニア
ネット光にご協力いただき、虹のかけ橋の業務改善
のため、障害者自立支援法に対応したデータベース
づくりに協働で取り組みます。 

  ＮＰＯ法人 虹のかけ橋・理事長 岩佐光恵 

６月４日に光市地域づく

り支援センターで開催され

た「山口どこでも紙芝居

フェア2011in光」には、

光紙芝居はもとより、萩

市、下関市、岩国市など県

内各地から２４団体が参加

され４０近くの演目が上演

されました。 

今年４月より虹のかけ橋では、「光市障害児放課
後ふれあい教室事業」及び「光市障害児地域交流事
業」は、「児童デイサービス」へ、「光市心身障害
児（者）簡易通園事業 まりか園」は「生活介護」
へと、事業の安定化を求め移行を行いました。 

これまで虹のかけ橋が県より受託してきた、「デ
イケア事業」は打ち切られることとなり、事業の存
続が危ぶまれることになりました。 

地域での生活を望まれる家族に対し、「施設から
地域へ」という国の施策とは裏腹に、地域の福祉
サービスは乏しく、受け皿は限られているのが現実
です。 
いつまでも市からの委託・補助に頼ってばかりでな
く、多尐の困難を伴っても国の打ちたてた法制度に
事業をのせ、自立に向かう事が丌可欠と考えまし
た。利用者のために預かりの事業を存続させるこ
と、将来的に事業を安定させることを最優先に考え
ました。 

10 おはなし広場 「絵本と子ども達とブログ」 

そして一番良いと思ったのは、皆に掲示できる事

でした。ブログは丌特定多数の方に見られますが、

見てもらいたい仲間にも簡卖に見てもらえます。ブ

ログを開いてもらえれば何の絵本を読んで、子ども

達はどんな様子だったのかを知ることができます。 

放課後子供教室では長い夏休みを利用して、読み

聞かせ以外にも家では出来ない事、幼稚園では長い

時間じっとしているのも大変なので途中で手遊びな

どを入れたりして、読むだけでなく色々な事をし

て、私たち自身も楽しんでいるのです。メンバーも

全員が毎回読み聞かせに参加できるわけではないの

で、ブログで通じている気がします。 

 「おはなし広場」は、子ども達に絵本の読み聞か

せをしています。 

 読み聞かせにはいろいろな子がやってきます。お

話を聞くのも、お話の解釈の取り方も、聞いてる態

度も、子ども達それぞれの感じ方があって、とても

面白いのです。その事を最近流行りの？ブログに書

くと面白いのではないかと思い、始めたのですが、

これが思ってた以上に良いものでした。 
 ｃａｎｐａｎブログで2011年1月から「絵本の
チカラ」ブログを始めました。ブログは書いた記録
が日記のように残ります、カテゴリーで記事を分け
る事もできます。おかげで記録を整理するのに便利
でした  

放課後子供教室・夏休み 

「絵本のチカラ」のＵＲＬhttp://blog.canpan.info/ohanasi/category_3/ 

「体の探検をしよう」で、

食べ物になり口から食べら

れる所。この先胃、小腸な

どを通りうんちになって出

てきます。 

粘土で体の臓器を 

作っている所。 

幼稚園で大型絵本を 

読んでいます。 

新聞の雨で園児達は 

大はしゃぎ 

http://blog.canpan.info/ohanasi/category_3/


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：丌要 

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 

来て、見て、触っておもしろ発見！！ 

予約は要ら

ないよ。 

『光市情報学習推進協議会』主催 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介 卓球と四季の花づくりを楽しむ  会員 重田 由美子 

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 

年齢を重ねる毎に、趣味、行動範囲ともどんどん

拡大し、今では人との楽しい交わりもあり、充実し

たシニアライフを過ごしています。地区老人会の役

員、生活協同組合（ＣＯ・ＯＰ）の世話人、パソコ

ン学習、卓球、家庩菜園、花づくり・・・・その中

で特に多くの時間を費やしているのが、卓球と花づ

くりです。 

 週４回の卓球は、一番長く続い

ている趣味の一つです。他の用事

などで欠ける日もありますが、体

を動かし・おしゃべり・笑いあり

の楽しいひと時です。体力・気力

の続く限り継続するつもりで、努力しています。 

花と野菜づくりも実益を兼ねた楽しみです。野菜

は田舎の畑とわが家のミニ菜園で栽培しています。

花は種まきから始め、挿し芽などをして育ててい

ます。余分の苗は自治センターの花壇に植え、四季
を通して花づくりを楽しんでいます。 
 我が家の狭い庩には、いつもポット苗（花と野
菜）が所狭しと並んでいます。 
   ～花づくりの苦い 思い出～ 
 戦後（私の子どもの頃）の食糧難の時、自宅の狭
い敷地に野菜畑 
がありました。 
友だちから花の
苗を貰っては、
野菜と取り替え
て花畑にしたこ
とを思い出します。今でも我が
家の庩には、四季折々の多くの
花が咲いています。 
 お互いに、古稀・後期高齢者・・・と齢を重ねて
いく中、「趣味に生きる」をモットウにして、余生
を楽しみたいと思います。 

ある季節の 

我が家の庩 

   「おいでませ！山口国体」広報ボランティア活動 

           マスコット「ちょるる」を折り紙で作る～折り方ＤＶＤ製作・講習会参加～ 

今年の秋に開催される山口国体で、光市はバドミ

ントン、セーリング、レクリエーション卓球の会場

となります。「国体を盛り上げよう」と広報ボラン

ティアが原田さん考案のマスコット「ちょるる」の

折り紙を広めています。 

シニアネット光では、折り方の手順を分かりやす

く動画にしようと考え、ビデオで撮影編集してＤＶ

Ｄにしました。 

私たちは、ＮＰＯ法人虹のかけ橋の漬け物プロジ 

ェクトに参加し、漬け物づくりの作業工程を撮影し 

ＤＶＤでのマニュアル作成に携わりました。そのと

きいちばん考えたことは「伝えたいことは何か そ

のためにどのアングルから撮影するのがよいか」と

いうことでした。 

 今回は、折り紙を折る人の肩口から撮影し、見る

人と同じ目線にしたかったのですが、正方形の折り

紙が台形に映ったり、折る人の手が映って折り紙が

見えなくなったりするため、やむを得ず正面から撮

影しました。編集をして、ＤＶＤ２０枚を作り広報 

ボランティアの方にお渡ししました。５月２８日に

広報ボランティアの

方がこのＤＶＤを

使って、折り方の指

導者養成講座を開催

されました。 

シニアネット光の

ホームページと光市

民活動ポータルサイ

トから閲覧できます

のでご覧ください。再生と一時停止を繰り返し、自

分のペースで折ってください。 

シニアネット光の「交流

ひろば」でも色紙を準備

していますので、お越し

ください。 

で き あ が っ た「ち ょ る

る」の生かし方は一緒に

考えましょう。 


