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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

平成２４年度独立行政法人福祉医療機構からの助成事業 

iPadを活用して「生きがいサポーター養成講座」を開催 

iPadの使いこなしを体験しよう！！ 「iPad体験講座」のご案内 

交流ひろばでも相談に応じています。 

iPadの特徴を知って、いつでも、どこでも楽しもう！！ 

 シニアネット光では、iPadを活用することで、

高齢者の孤独防止や社会参加を支援するサポー

ターを養成する講座を、特定非営利活動法人市民

活動さぽーとねっと、特定非営利活動法人うべ

ネットワーク、周南市老人クラブ連合会新南陽支

部、光市認知症を支える会の４団体と連携して県

内各地で開催してきました。 

ますます高齢化が進展する社会で、人と人、人と

地域を結びつけることを支援するため、iPadを仲

間の交流やふれあいに活用し、今後も、より多く

の方にiPadの使い方を体験していただきたいと

思っております。 

   

iPadは国内でも一番普及している携帯端末で

す。iPadは操作が簡単で、とっつきやすく、は

じめて使う人にもやさしい道具です。短時間で、

基本操作が習得でき、これまでパソコンを使っ

たことのない人にも簡単に操作ができます。 

 ボタンを押したら一瞬のうちに立ち上がるの

で、「起動待ち」のイライラがない。 

 指先のタッチで単純に操作ができて非常に簡

単です。薄くて軽くどこにでも持ち運びができ、

ソファでくつろぎながら楽しむことができます。

画面が大きく、液晶画面も鮮やかでとてもきれ

いです。いろんなアプリが準備されており、ゲー

ム、写真撮影、メール受発信、テレビ電話、音

楽演奏、動画等を見ることができます。   

シニアネット光では、iPadを体験してもらう

ため、今回12台のiPadを用意しました。 

操作が簡単になった携帯端末も、基本操作を

どう覚えたら

よいか。まずは

触ってみてど

んな使い方が
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たい等のご希

望へ対応する

ため、iPad体 

験講座を実施することにしました。体験を希望

されるグループへ出向いて体験講座を行います。  

 講座ではシニアネット光のメンバーが受講さ

れる方をサポートします。安心して受講して頂

けます。 

 体験講座を希望される方はグループで申込み

ください。申込みはページ上段に記載の携帯電

話またはFAX、メールでご連絡ください。 

また、シニアネット光では、交流ひろばを解

放して相談に対応しております。交流ひろばも

ご利用ください。  



iPadには、無料で便利なアプリがたくさんあ
ります。今回から数回のシリーズで、無料のア
プリをご紹介していきます。その中から先ずは
レシピのアプリをいくつかご紹介します。 

パソコン版で有名な「クックパッド」があり
ます。これは料理自慢の一般ユーザが
レシピを公開しているもので、非常に
人気が高いサイトです。レシピの数は
圧倒的で、どんな食材のレシピでも調
べることができます。 

「e食材辞典」パソコン版よりも機能が優れて
います。食材から選択すると、選び方・
調理法、時期・特徴、品種、由来を調
べることができます。レシピも盛りだ
くさんで、栄養価やカロリーもかなり
細かく出ていて、参考にしながら作る
とダイエットの強い味方になるでしょう。 

「ネスレレシピfor iPad」掲載レシピが1500
以上もあり、レシピ検索も料理の種類
や材料、調理時間や難易度など様々な
項目で絞ることが可能です。カロリー
や脂質･塩分などの情報も完備、キッ
チンタイマーまで付属しています。「カ
ロリーコントロール」と「体重コントロール」
のダイエット支援機能もあります。料理のフロー
が表示されるので、作る順番がよく分かります。
音声で左右上下にスクロールが可能とあるが、 

『iPadの楽しい使い方・便利な使い方」で生活の道具に   

～いろいろな料理レシピのアプリ紹介～ 

試してみるとスクロールできませんでした。 
「ぐるなびレシピ」人気シェフ総勢12名によ

る38種類の本格レシピをジャンル別、提供シェ
フ別に閲覧することができます。各レ
シピには調理時間、調理方法や材料が
分かりやすく記載され、調理の工程ご
とに写真と材料、シェフのワンポイン
トアドバイスが表示されます。パソコ
ン版よりも使い易く、動画もあって分かり易い
が料理数は少ないのが残念です。 

「3分クッキング」これもパソコン版でおなじ
みのものです。お薦めレシピ集～今週のレシピ、
旬のとっておきが掲載されています。
カテゴリ～季節ごとに食材、定番料理
から選択します。動画で見ることがで
きますが、残念なことに有料250円/
月です。フラッシュという動画表示機
能に対応したアプリを用いれば、無料で視聴で
きますが、専用アプリの方が使い易いです。 

その他にも、「iレシピブック」本来はレシピ
本を購入して使用するものですが、野菜のレシ
ピは無料でたくさんあります。キッチンでiPad
を見ながら作るのに便利なようになっています。
また有料のものでは、今話題の「タニタ食堂の
レシピ」アプリ版正・続編（各600円）があり
ます。 

iPadがキッチンで大活躍！   柳井市在住 堀 優子さん 

 数年前、私はインターネットで料理を検索し
ているとき、いろいろなレシピが見られるweb
サイト「クックパッド」に出会い、以後良く利
用しています。 

でもパソコンは居間にあり、デスクトップの
ため、レシピのメモ書きが必要でした。 
 しかし主人がiPad を買ってくれたので、キッ
チンで「クックパッド」が使えるようになりま
した。 
  iPad は電源を入れると、すぐ立ち上がり、
クックパッド専用のアプリがあります。 

また、料理をしながらタッチパネルで直接画
面を操作することが出来、面倒だったメモ書き
もなくなって、大変便利です。 

使わないときには、カバーを閉じると週刊誌
位の大きさになり、収納に場所を取らないので
助かります。 
 最近は、月に一度の地域の飲み会の持ち寄り
料理や、家庭菜園でたくさん採れる、ミニトマ
トやナスの斬新なメニューなどを検索し、チャ
レンジしています。  
 なかでもこの夏の最高のヒットは、ミニトマ
トのコンポートでした。湯むきしたミニトマト 

を、赤ワインに水と砂糖を煮立たせ、冷ました
液に、冷蔵庫で一昼夜漬け込むだけという、簡
単な料理です。簡単な割にすごくおいしいので、
我が家の定番メニューになりました。 
 その他青ジソを使ったシソ茶も、この夏の間
中乾いた喉を潤してくれました。  
 これからもiPad は我が家のキッチンで、大活
躍してくれることと思います。  

どこにも持って行けるiPad 

台所に持込み料理レシピ見ながらの料理 



   「しゅうなん 元気もの交流フェスタ」本年は光市で開催 

  １１月２３日（金・祝日）光市地域づくり支援センターで！！ 

           平成２４年４月ＮＰＯ法の改正に伴い 

                        「登記に関する説明会が開催されました」  

認定ＮＰＯ法人、税制優遇等の改定が行われま

した。 

 今回の改定で全てのＮＰＯ法人が定款の変更

を行う必要があり、その登記の手続きについての

説明が行われました。 

ＮＰＯ法人はＮＰＯ法で法務局へ登記するこ

とが義務つけられています。登記することで第3

者へ対抗できる権利が発生します。組合等登記令

で登記する項目の詳細が規定されています。しか

も変更が生じた時は2週間以内に変更登記する

ことが規定されています。定款の変更は山口県へ

事前に認証申請が必要であり、認証された後に、

法務局へ変更登記することになります。 

今回の場合、平成24年4月1日にＮＰＯ法の

改正が行われたので、9月末までに変更登記する

ことが必要となります。 

変更に伴う登記申請書の様式については、法務

局ホームページの下記サイトに掲載されています

ので参考になります。 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/ 

     COMMERCE/11-1.html#04 

8月22日に、やまぐち県民活動支援センター

の主催で、周南市市民交流センターを会場に、山

口地方法務局登記部門の貴島成和登記官によ

る、特定非営利活動法人法（ＮＰＯ法と呼称）の

登記手続きについての説明会が開催されました。 

市民活動の活性化を目指して、平成10年にＮ

ＰＯ法が施行され、市民の自主的で公益的な活

動に法人格が与えられています。平成24年7月

末現在、全国で45,964団体、山口県で397団

体が認証を受けています。 

この度、平成24年4月1日付けでＮＰＯ法の

大幅な改正が施行されました。 

 今回のＮＰＯ法の改正は、内閣府から都道府

県に所轄庁が一元化され、より地域へ権限が委譲

されました。 

 活動分野も17分野から観光振興、農山漁村中

山間地活動、県が条例で定める活動の3部門が追

加され、20分野に拡大されました。 

 その他主要な改正点は、理事長に代表権を委

譲できることや、総会等を電子メールで議決でき

ることになりました。その他会計報告、情報開示、 

しい繋がりを作り活動の輪を広げていく事と、
各団体の活動内容を理解していただき新規入会
を目指します。 
 シニアネット光では会の概要、活動実績をパ
ネル展示する予定です。日頃の活動内容を見て
いただき分野の違う団体との相互交流を深め新
しい活動の輪を広めていくこと、新しく会員に
なる方をお待ちしています。またiPad（多機
能携帯情報端末）の体験のできるコーナーを予
定しています。 
 11月23日（金曜日）は祝日です、今 大人
も子供も楽しめる行事を色々企画中です。団
体、個人の方お気軽に会場にお越しいただき楽
しんでいただきたいと思います。 

 周南地域市民活動団体等交流会は「しゅうな
ん元気もの 交流フェスタ」と題して、周南地
域（光市、下松市、周南市）のコミュニティ活
動団体、ボランティア活動団体が地域行政団体
と協働で市民活動の活性化を促進することで、
地域の活性化を図ることを目的に第1回から第
6回までは周南市の山口県周南総合庁舎で開催
されました。 
 毎回 約60団体が参加して各団体の日頃の
活動内容や作品を掲示するコーナー、ステージ
での発表及び子供向けお遊び、物作り体験コー
ナー等いろいろ楽しめる内容となっています。 
 第７回目の今年は「光市地域づくり支援セン
ター」で開催されます。 
 活動分野が違う団体が一堂に会して交流し新 

盛会だった昨年のメイン会場と展示コーナー 



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 

 便利なパソコンですが、私の周りを見たとき、
おじいさんでパソコンに興味を持っている人は
少ないようです。親しい彼にパソコンを勧めた
のですが、忙しい、不便も感じないとの事でした
が、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。 
 これを機に彼はすっかりパソコンにはまって
しまったようです。その後パソコンでメールの
交換をするようになり近況を知らせる写真も
送ってきます。彼の会社の昔の同僚ともメール
の交換が出来るようになり、やっぱり蚊帳の外
だったのかも知れないと、パソコンを使うよう
になった事を喜んでいました。それからしばら
くして彼からメールが届きました。エジプトに
いったぞ！と云ってピラミッドの前でラクダに
乗った写真の他、たくさんの写真が送られてき
ました。それから何カ月も経たないうちにこん
どはヒマラヤのエベレストのトレッキングツ
アーに参加したのだと、ヒマラヤで映った写真
がメールで送られてきました。彼のパソコンと
の出会いが残りの人生を一変したようで頼もし
いことです。 
 私もシニアネット光の指導を受けパソコンを
楽しむ事が出来るようになり感謝している処で
すが、私にも弟子が出来ました。妻です。頼りな
い私が先生なのであまり高等教育はできません 

『光市情報学習推進協議会』主催 

が、インターネットを見ること、ワードを使って
文章を作ることは出来るようになりました。今
ではインターネットで料理のレシピを見たり、
宇宙ステーションの通過時間を調べて観察した
り、地図を調べたり、楽しく使っているようで
す。またその情報を友達と共有することもとて
も楽しいようです。宇宙ステーションの通過時
に、携帯で連絡取りながらワイワイおばあさん
がはしゃいでいる姿は、男と少し違うのかも知
れません。 
 そうもう一つ、妻は料理が少しうまくなりま
した。レシピを見て料理すると田舎料理から進
歩しているように見えます。野菜や、魚や、材料
があるとレシピを見て料理する習慣が出来つつ
あるように見えて、頼もしい事です。見てみると
レシピは、ある、ある、いくらでもあるのです。 
 私は機械が専門ですが、部品のこと、市販機械
の構造のこと、規格の事、何でも解ってしまうの
です。また、何でも購入する事ができるのです。 
それにしても、パソコンってすごいものですね。
これを知らずにあの世にいくのは、もったいな
い、多くの人にパソコンの楽しさを知って欲し
いものと思います。特におじいさん、おばあさん
に是非とも使ってほしいものだとおもいます。
おそれずに、パソコンにつき合いましょう。怖く
はないよ！ 
           （連載３回 ３回目）  

新機種を導入しビデオ撮影・編集の相談を受けています。 

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  インターネットが生活の道具に 会員 内免 昭人 ③ 

シニアネット光では、今年の春にレンズ交換の
できる、セミプロ用のビデオカメラを導入しまし
た。このカメラは画質・音質共に非常に優れてお
り、家庭用のものとは
ひと味違った映像が
撮影可能です。私達は
このカメラの機能を十
分に活用できるよう
に、勉強し撮影の練習
を積んできました。 

またビデオの編集も、昨年度県内各地で開催さ
れた「新しい公共支援事業」
の撮影と編集を委託され、
DVD化して納入した実績
があります。 

ビデオの撮影・編集・
DVD化に関するお問い合
わせやご相談がありました
ら、NPO法人シニアネット
光にご連絡ください。 新規導入の撮影機 編集完成したDVD 


