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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

サポートするために支援されるものです。 

 今回認可された「ICT活用による生きがいサポーター

養成事業」は、高齢者にも簡単に操作できる携帯型の

情報機器である、アップル社製のiPadを活用して、人

と地域のつながりをサポートする指導者を養成する事

業です。 

県内の４団体が連携して、光市、周南市、防府市、

宇部市でiPadを活用し、高齢者の生きがいサポーター

の養成講座を開催します。 

このたびシニアネット光では、平成24年度の社会

福祉振興助成事業として、独立行政法人福祉医療機構

から助成事業の認可を得ました。 

独立行政法人福祉医療機構の助成事業は、少子高齢

化の進展、家族意識の変化等に伴い、核家族化や高齢

世帯の増加等が進み、地域や社会とのつながりが希薄

化し、地域で助け合い、支え合うという仕組みが失わ

れつつある社会を、人と地域の絆をつくり直し、支え

合いと活気に満ちた地域社会の再生を目指した活動を 

平成２４年度社会福祉振興助成事業として独立行政法人福祉医療機構から認可される 

県内の団体と連携して携帯端末の活用による高齢者生きがいサポーターを養成 

     「高齢者生きがい講演会」開催 

                指先であなたの世界が広がります 

  ＩＣＴ活用による生きがいサポーターの養成事業 

             「ｉＰａｄ体験交流会」を開催 

6月23日（土）10時から周南市新南陽ふれあいセ

ンター２階大会議室

を会場に、県内から 

1１0名の参加を得

て、高齢者生きがい講

演会を開催しました。

特定非営利活動法人

シニアSOHO普及サ

ロン・三鷹iPad研究

会代表の山根明さん

に「指先であなたの世

界が広がります」の演

題で、iPadが人と地

域をつなぐ有効な道

具であることを紹介

してもらいました。 

情報機器として、iPadに出会うまでの体験やiPad

を地域デビューのツールとして、使い方や情報のとり

かた、情報の発信の仕方への指導について紹介があり

ました。 

また、当日午後に同じ会場で、県内各地の連携団体

からサポーター候補者が参加して、iPad体験交流会を

開催しました。講師は特定非営利活動法人シニア

SOHO普及サロン・三鷹のiPad研究会の講師である三

好みどりさんにお願いしました。40名の参加者が実

際にiPadに触りながら、iPadの使い方について学びま

した。 

指先だけで簡単に操作でき、音声入力のやり方やテ

レビ電話で三鷹のメンバーと交信したり、最後はゲー

ムで会場が盛り上がりました。 

今回のiPad体験交流会の成果を生かして、これから県

内各地で開催する指導者養成講座の中身を充実した 

ものにしていきたいと思います。 

 今後、iPadへの

体験を希望され

る方には、シニア

ネット光が開設し

ている交流ひろば

で体験の機会を

提供しておりま

す。詳しくはシニ

アネット光のウエ

ブサイトを参照く

ださい。 



 NPO法人の認知度や存在意義の高まりなどにより、

平成２４年４月に｢特定非営利活動促進法｣が改正さ

れました。改正趣旨は 

①所轄庁が県に一元化され現場に近い所に権限移譲 

②ICTの普及動向にふまえ総会のメール決議を承認  

③寄附を受けやいように認定ＮＰＯ法人認証を山口 

 県に委譲する条件緩和ＮＰＯの活動実態のあった 

これを受けてシニアネット光も定款の変更に取り組

みました。 

シニアネット光での主な変更条項は 

①特定非営利活動の種類の追加 

②理事長の職務 

③社員総会のみなし決議の導入 

で、他に特定非営利活動法人の会計の明確化のため

に資金収支ベースの「収支計算書」が損益ベースの

「活動計算書」に変更されたことに伴う条項の変更

をしました。 

社員総会のみなし決議というのは、従来の総会は社員

（法人会員のこと）が一堂に会し議案に対して賛否を 

問う、出席できない社員は委任状を提出するという形

でしたが、今回の変更により、社員が必要事項を記載

したメールを含む書面による意思表示が総会議事録と

して有効となるというものです。 

 改正定款の原案を作成し、５月８日に臨時総会を開

催して、満場一致で可決することができました。 

定款変更手続きの詳細を確認しないまま、全体の新

旧対照表や変更理由書、活動計画書、活動予算書、総

会議事録等を作成して所管庁（山口県庁）に送りまし

た。 

ところが、定款変更の手続きには、事務所の所在地

変更など届出のみでよい事項と、活動目的や事業の種

類、会議に関する事項など認証が必要な事項があり、

この２段階で処理するように示唆を受け、周南県民局

の担当者とメールのやりとり等をして、最終版を６月

２７日に山口県に提出しました。 

認証されたら、法務局に登記の手続きをすることに

なっています。 

 

「光市情報学習推進協議会」は市民が市民のために、パソコンの基本操作を学んでいただき、より便利な生

活の道具として、自治会活動やコミュニティ活動にパソコンを利活用していただくためのお手伝いもしていま

す。「シニアネット光」からも構成メンバーとして企画、講師、サポーター等に参画しています。 

  

 

パソコンの活用についての相談や講座のご案内、対応できる市民活動団体や企業等を紹介します。 

 事前の申し込みは必要ありません。 

 ・日 時：毎月 第1及び第３水曜日  10時～11時30分 

     *都合によりお休みをする場合があります。事前に生涯学習センターに確認ください。 

 ・会 場：光市地域づくり支援センター 

・相談料：無料（ただし、印刷代など実費をいただく場合があります。） 

  

  

日程は市広報、市ホームページや月刊まなびんぐ（公民館で入手可）でもおしらせします。 

●対  象 市内に居住中または通勤・通学のパソコン初心     

      者の方 

●会  場 光市地域づくり支援センター 

●定  員 各講座とも6名（先着順） 

●申し込み・問合せ 

    光市生活学習センター（光井公民館内） 

    〒743-0011   光市光井四丁目28番1号 

    TEL (0833)72-3447   FAX (0833)72-3578 

    E-mail：manabing＠edu.city.hikari.lg.jp 

    URL：http://www.city.hikari.lg.jp/  

         （光市ホームページより） 

 希望講座名、月日、住所、氏名、性別、年齢、電話番号を 

 ご記入の上、電話、FAX、ハガキ、または、電子メールで 

 お申込みください。 

●パソコンは各自で持参ください。 （ただし、主催者側で 

  有料貸し出しが若干台数あります。先着順） 

パソコン学習会で理解できなかったことがあったり、

もっと学習を深めたい方等々は、是非、シニアネット光 

「交流ひろば」においでください。お待ちしています。 
詳細は最終ページを参照願います。 

  ＮＰＯ法改正 平成２４年４月から改正ＮＰＯ施行 

               臨時総会を開催し会の定款変更を決議 

 光市情報学習推進協議会のパソコン講座 

   今年度から会場も変わりました。初心者の多くの参加をお待ちしています。 

講座内容 開催日（曜日） 

ブログ開設 7月  4日（水） 

家計簿作成 7月18日（水） 

8月はお休みです 

Webページ閲覧 9月  5日（水） 

チラシ作成 9月19日（水） 

住所録作成 10月  3日（水） 

年賀状作成 10月17日（水） 

年賀状作成 11月  7日（水） 

年賀状作成 11月21日（水） 

年賀状作成 12月  5日（水） 

家計簿作成 12月19日（水） 

アルバム作成 1月16日（水） 

自治会会計簿作成 2月  6日（水） 

チラシ作成 2月20日（水） 

案内状作成 3月  6日（水） 

回覧板作成 3月20日（水） 

パソコン窓口相談 

パソコン学習会（1日コース）：７月以降の開催日程 



    「公益財団法人山口きらめき財団」助成事業 

ジャンプアップ３年継続事業「ＩＣＴ活用による市民活動の活性化支援事業」  

「平成２４年度生涯現役社会づくり学会 大会」に参加 

～家族・ 地域・社会・生涯現役！わたしの居場所づくり～ 

第2部として、「あなたと私のかたらいカフェ～家
庭・地域・社会 生涯現役！わたしの居場所づくり～」
が開催されました。 

参加者が8チームに分かれ、カフェのマスターやマ
マのリードにより、リラックスした雰囲気の中で、自
分たちの思いを自由に発言し、メモに書き留めました。
最初は自分のホームカフェで、その後2回他のカフェ
を訪問し、最後にホームに戻り、出た意見をまとめて
発表しました。 

シニアネット光
会 員 の 渡 部 さ ん
が、POCKYカフェ
の代表として、まと
めを発表しました。 

昼休みの間とか
た ら い カ フ ェ で
iPad4台を持ち歩
き、しっかりとデモ
を行ってきました。 

 6月24日（日）開催された「生涯現役づくり学会の
大会」に昨年に続き参加しました。今年は新南陽公民
館で開催されましたが、昨年とは異なりオパール事業
の事例発表はなく、辻正二前会長の「自分の居場所づ
くりと時間学」と題した基調講演と、新しい趣向でか
たらいカフェが開催されました。 

基調講演は、山口大学発の新しい学問である「時間
学」の視点から、高齢期の生涯現役のあり方について、
研究報告がなされました。時間の種類には、自然的時
間、生命的時間、文化的時間、個人の時間と人間的時
間がある。時間が生まれる条件には、運動；動いてい
るものの存在、出来事；そのものが何らかの変化をし
ていること、意味づけ；それを大事だと気づくこと、
なくして時間は生まれない。とのお話しが初めにあり
ました。 
結論として、活動をしている人ほど健康で生きがいを
持ち、規則正しい生活をしている人は、生活満足度が
高く、生きがい感や毎日が楽しいという感覚も高い傾
向を示すとの報告がありました。 

２．インターネットでの情報発信 
・光市民活動ポータルサイト開設 
 http://www.kvision.ne.jp/~kvn2050401/ 

３．動画活用による 
  情報発信 

・Ｕｓｔｒｅａｍ
でライブ配信を
検討し、会議や
セミナーの放映
を行いました。 

・活動内容やイベ
ント・セミナー
の記録をビデオ撮影し、ＤＶＤ化して情報を活用
してもらいました。 

４．ICTの活用を推進してもらうために企画講座を開
催しました。 

  ・クラウド講座 
  ・折り紙で「ちょるる」をつくろう 
  ・「多機能携帯型端末について学ぶ」 
  ・「伝わる･つながる！響く！チラシの作り方」   

・あの「葉っぱ」ビジネスの鍵をにぎる情報端末
の活用 

平成２１年度を初年度として平成２２年度の事業
を実施し、平成２３年度は最終年度として3年間の
ジャンプアップ事業に取り組みました。 

ＩＣＴの活用による市民活動の活性化は、ますます
重要なテーマとなってきています。 

市民団体でホームページやブログを活用して情報発
信していくことが十分に普及している状況とは必ずし
も言えません。一方、新しい公共の動きにあるように、
市民団体と行政、企業の連携がこれから重要な課題で
あり、そのためにも市民団体の情報公開・情報発信の
重要性が増してきています。市民活動の活性化に向け
て、活用が広がってきているICTを使っての情報発信
を支援し、市民団体を対象に、ＩＣＴを活用推進する
ためのブログ講座、会計講座、ビデオ編集講座、ホー
ムページ作成講座等を開催し、市民活動のより一層の
活性化を図りました。 

１．情報発信の大切さについての啓発活動 
   ・「行列のできる講座とチラシ作成」 
    平成21年11月20日 講師：牟田静香氏 
   ・「身につけよう！！「伝えるコツ」」 
    平成22年11月17日 講師：古賀桃子氏 
   ・「活動を伝えるこつ」 
    平成22年2月2日 講師：於土井豊昭氏  

障害者自立支援法の改正により、平成24年4月か
ら障がい児支援が強化されると、国からは発表されて
います。 

しかしこの法律の改正により、障がい児や障がい者
を受け入れている施設は、事務処理に多大な時間を割
いて苦労しています。国への請求事務は、専用のソフ
トが販売され、比較的簡単に処理ができます。ところ
が国から保証されていない時間帯は、市町村からの補
助金で支援されていますが、請求業務についてはその
処理方法が施設ごと、市町村毎に少しずつ違いがあ
り、簡単に処理できない状況になっています。 
例えば障がいのある方は、障がいの度合いにより、認
定区分によって補助金額が異なっているとともに、市
町村毎に僅かな違いがあります。また利用時間によっ
ても補助金額が異なっています。この利用時間の算  

定も、市町村毎に4時間未満であったり、4時間以内
であったりと微妙に異なっています。その処理は手計
算で行うには、あまりにも時間を要し、職員は確認作
業にも大変な苦労をされています。 

この様な請求業務を、データベース化することによ
り合理化しようと、昨年に引き続きシニアネット光で
は取り組みました。前述のようにデータベース化も一
筋縄ではいきませんでした。 
 障がいのある方を預かる時間も、単なる四捨五入で
はなく、10(40)分未満は切り捨て、10(40)分以上
は切り上げの処理もあります。詳細が決まったのが4
月下旬であり、限られた時間で対応しないといけない
ため苦労しましたが、虹のかけ橋の皆さんのご協力に
より、何とかバグもつぶし、７月からはほぼ安心して
運用できるものと思います。  

ＮＰＯ法人 虹のかけ橋との協働事業  「請求管理業務」の合理化 



パソコン講座 
場 所：光市地域づくり 
        支援センター 
曜 日：第１・第3水曜日 
時 間：１３：３０～１５：３０ 
内 容：別途チラシや市広報で 
    お知らせします。 
費 用：５００円（含む資料代） 
予 約：要 
申込先：光市生涯学習センター 
    TEL:0833-72-3447 

パソコン窓口相談 
場 所：光市地域づくり 
        支援センター 
曜 日：第１・第3水曜日 
時 間：１０：００～１１：３０ 
内 容：パソコン活用の相談   
費 用：無料 
   （資料代などは実費） 
予 約：不要 

 私もいつの間にか70歳を過ぎてしまい、運転免許

の更新も高齢者講習を受けることになりました。お爺

さんです。今の私にとってパソコンはなくてはならな

いものの一つです。友であり、先生であり、助手であ

ります。何でも相手になってくれ、教えてくれ、調べ

てくれます。世界中を見ることが出来るのも不思議で

す。まだまだほんの一部しか使いこなしていませんが

それにしても不思議な魔法の箱です。物作りや、盆栽

を趣味としていますが、パソコンで調べるといろいろ

詳しい資料が得られます。以前竹とんぼに興味を持っ

たことがありまして、調べてみましたら、作り方、飛

ばし方、競技等についていろいろ知ることが出来まし

た。資料を参考に作って見ると初めは3秒しか飛ばな

かったのが、パソコンで学習した通りにやると、すご

い！ 10秒以上も飛ばせるようになりました。 

 便利なパソコンですが、私の周りを見たとき、おじ

いさんが多く、パソコンに興味を持っている人は少な

いように思われます。何人かの人に聞いて見ましたが、

多くの人は無くても不自由はないからと言われます。

そんな友達のなかに山陰に住んでいるＷさんがいま

す。彼は昔の仕事の同僚です。ある時久しぶりに電話 

『光市情報学習推進協議会』主催 

で話しました。元気か？子供さんのこと趣味の事やい

ろいろ話した後で、「ところでパソコンやってる」と

聞きました。彼は最近、近くの山登りも始めたし、趣

味の碁会の集まりもあるし、忙しいのでパソコンなど

やっていられない、不便も感じないと言いました。携

帯電話は？と聞いて見ました。  

 「持ってないよ必要ないしね、山に登るときなど必

要な時には妻のを借りればいいしね。」という返事で

した。親しい彼にずばり言いました。そりゃ蚊帳の外

になっているのではないか、直にパソコンと、携帯を

買うことを勧めました。娘さんにも相談してみたらと

云ってその日の電話は終わりました。それから2カ月

ぐらい過ぎたある日彼から電話がありました。「おい、

買ったぞ！買った、パソコン買ったぞ！」と弾んだ声

で言いました。新しい良いのを買ったんだが、それは

娘さんが使って自分は娘の使っていたものをもらって

習っているとのことでした。毎日勉強していて、パソ

コンでエジプトのピラミッドやナイヤガラの滝など世

界を見ているのだとも言っていました。 

              （連載３回 ２回目）  

シニア情報生活アドバイザーの資格有効期間は３年で、今年の資格更新セミナーを５月１５日に開催しま

した。近年の技術進化は著しく、このような機会に市外のグループで活動されている方との交流を含めたイベ

ントは意義のあるものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

全国から集まるシニアネットフォーラムの動向、オンラインストレージの便利な使い方、Internet Explorer

の新しい機能、WAM助成事業にかかるiPadの紹介、その他情報交換を行ないました。 

資格取得については、「シニアネット光」にご相談ください。 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）資格更新セミナーを開催 

                   県内・県外の各地から１２名が更新 

はじめてでも安心！いくら聞いても安心！ 

曜 日：月曜日、金曜日     
時 間：13:30～15:30 
費 用：個人指導 500円 
場 所：下図交流ひろば 

iPadやパソコンの使い方をやさしく、 
            わかりやすく 
何回でも、あなたのペースで学べます 

★大歓迎 
iPad・パソコンがはじめての方 
使い方に困った方 
いろんな使い方をしたい方 

はじめての方も安心して参加できる場です 
気楽に相談できる人のいる場です 
何回でも気にせず聞ける場です 
iPadやパソコンと仲良くできるようになる場です 
さらにおもしろさが体験できる場です 

予約は 

要らないよ。 

シニアネット光 会員紹介  パソコン（インターネット）との出会い 会員 内免 昭人 ② 


