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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています 

iPad体験セミナーを開催しています 

NPO法人シニアネット光では、県内各地でiPad

の体験セミナーを開催しています。 

宇部市 防府市 山口市 周南市 下松市 光市等、県

内の市民団体と連携した講座、行政と連携した講

座、福祉分野の職員向け講座など、iPadの体験セ

ミナーを開催しています。また、iPadステップ

アップ講座を開催し、iPadの指導者の和を広げる

活動にも取り組んでいます。 

iPadは、はじ

めは難しいもの

と思っていた

が、触ってみる

と、最初に不安

に思っていたこ

とがウソのよう

である。2時間

でこんなに簡単に使えるとは思わなかった。 

が体験された多くの方の感想です。特にiPadで手

書き入力や音声入力を利用することで使い勝手の

良さを体験してもらっています。 

また、既にiPadを購入された方からは活用の幅

が広かったとの感想もいただいています。撮影し

た写真を簡単にメールで送付したり、Facebook

やTwitterへ寄稿したり、動画サイトを活用する

などの機能を活用されています。 

 体験セミナーでは、iPadとはどんなものか、ど

のようなことに使えるか、購入するときの機種選

定にはどんなことを検討する必要があるか、どん

なアプリがよく使われるか、購入後の初期設定の

やり方などを知っていただくための内容を紹介し

ています。 

シニアネット光では、まずは気楽に体験してい

ただく場や、広くiPadを理解していただく場を提

供したいと思います。iPadを活用することで、仲

間と趣味を広げ、交流のツールとして活用してい

ただきたいと思っております。 

 さらに、iPadを情報発信のツールとしても活用

していただ

くため、

メール発

信、

Face-

book、

Twitterな

どソーシャ

ルメディア

として活用

していただくためのステップアップセミナーも開

催しています。 

その人のニーズにあったiPadの買い方や初期設

定の方法などきめ細かな対応をするため交流ひろ

ばを開放して相談に対応したいと思っておりま

す。ぜひ、気楽にご利用ください。 

 



iPad出前講座のご案内 

 NPO法人シニアネット光では、シニアに優し

く、簡単な操作で便利に使える、タブレット型情

報端末の活用を支援しています。 

 今年の5月には、iPad等タブレット型端末の出

荷台数がノート型パソコンを上回っており、

2015年にはタブレットがパソコン全体の出荷台

数を上回ると予測されています。 

 しかしiPadやタブレットという言葉を聞いたこ

とがある、電気店の店頭で見たことがあっても、

どの様なものか分からないという方が、まだまだ

たくさんおられるのが現状です。  

 iPadはパソコンと異なり、キーボードやマウス

の操作を覚えなくても、指先だけの直感的な操作

で直ぐに使うことができます。インターネットで

の情報検索や、メールやFacebook等で情報発

信、写真やビデオの撮影や編集、電子書籍や雑誌

の読書、楽しいゲームや好きな音楽等、趣味だけ

でなく実用としてもたくさんのことができる便利

な機器です。 

 iPadやタブレットに興味があっても、どの様な

ものかよく分からない方たちの元へ私たちは出向

いて行き、iPadを12台提供して講座を開催しま

す。iPadの特徴や購入の仕方をご説明し、実際に

操作して楽しんでいただきます。5名以上の方でお

集まりいただき、場所を提供していただければ出

前講座を開催します。 

 詳細についてはシニアネット光のホームページ

やチラシをご覧ください。 

 

 独立行政法人福祉医療機構の平成24年度社会福

祉振興助成事業でご協力いただいた方たちの呼び

かけで、「iPadサポーターの会」というネット

ワークを結成しています。その方たちを対象にし

た、iPadの研修会を去る5月11日(土)と6月22日

(土)に開催しました。 

 5月11日は、iPadの設定についての解説及び初

期化を実際に体験していただきました。iPadの設

定は、使用する上で知らないといけない大切な項

目がたくさんあります。しかし、親切に分かり易

く解説したものはなかなかありません。 

 またiPadの初期設定は、初めての方にはとても

分かり難いもので、実際に操作するには不安があ

り体験する機会がなかなかありません。今回の研

修会では、既に初期設定が行われているiPadを用

いて、工場出荷状態に初期化し、1台は完全に初

期設定の状態から復元までを見ていただきまし

た。参加された方には、工場出荷状態に初期化

し、iCloud から復元を体験していただきました。

初期化操作が、とても簡単にできることを感じて

いただけたのではないかと思います。 

 6月22日は、iPadを活用して楽しむために便利

なツールである「iTunes」の活用について研修会

を開催しました。iTunesはとても便利なツールで

すが、反面とても分かり難いものでもあります。

このツールを使って、音楽CDからの取り込み

や、iPadやデジカメで撮影したビデオファイルの

取り込み、またiCloud を経由しないでPDFファ

イルを特定のアプリにアップする操作を実際に体

験していただきました。  

 iCloud やiTunesの便利なツールを活用して、

iPadライフを楽しんでいただきたいと思います。 

iPad研修会を開催しました 



NPO法人キセキ職員向けiPadセミナーを開催しました  

「いちご会」ICTステップアップ講座を開催しました  

SIA資格更新セミナーとWindows ８紹介セミナーを開催しました  

｢いちご一笑会」は、山口県、山口県社会福祉協

議会が主催する「やまぐちシニア地域マスターカ

レッジ」で2年間一緒に勉強され、卒業された方

が集まってできたグループです。小林孝二さんを

軸にして12人が集まり、パソコンの学習をしたい

ということでシニア

ネット光がお手伝いを

しました。 

メンバーの中には、

私たちと一緒にシニア

情報生活アドバイザー

の勉強をされた方か

ら、日本語入力は何と

かこなせるという方ま

で幅が広く、週１回で

14回の講座を開催し

ました。 

少し古いパソコンを持参され、思うように動か

ず、新しいのを買いなさい「いつ買うの？今で

しょ!」ということで、次週新品を持参された方も

ありました。 

インターネットを利用しての、仲間の交流にサイ

ボウズLiveを「いちご一笑会」グ

ループで立ち上げられました。こ

の学習会を終えられた後も、メン

バーの交流にサイボウズLiveを利

用されることになりました。 

 パワーポイントの練習では、小

林さんがタイに行かれた旅行記を

紹介されました。またiPad 体験も

していただき「カメラがほしかっ

たのに、iPadの方が良いかねぇ」

の声も！ 

お元気なシニアグループでした。 

｢シニア情報生活アドバイザー(以下SIAと表記)｣

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。 

SIAの資格は３年で更新セミナーを受講します。 

今回は更新対象者が宇部市と山口市在住の２人の

ため、5月9日に「山口

市さぽらんて」で開催し

ました。ニューメディア

開発協会から示された新

しい機能などを説明した

テキストで学んだり、

iPadの体験、情報交換を

するなど、有意義な時間を過ごしました。 

ニューメディア開発協会は、SIAとしての活動を

支えるために、スキルアップ講座を準備していま

す。6月11日光市地域づくり支援センターで、

Windows 8の新機能を紹介する講座を開催する

ことができました。Microsoft社が認定するイン

ストラクターを招い

て、提 供 さ れ た 

Windows 8パソコ

ン を 操 作 し、ピ ク

チャーパスワードな

どを体験しました。 

NPO法人キセキは、高次脳機能障害者の方たち

を支援している県内唯一の団体として今年開設さ

れました。今回、キセキの職員の方9名を対象に

iPadの研修会を行いました。 

キセキには、既にiPad miniを含めてiPadが4台

導入されています。しかし利用者の方たちに利用

していただくためには、先ずスタッフの方がiPad

の利用の仕方から、利用者に快適に使用してもら

うためのメンテナンスについて理解することが必

要です。シニアネット光が今までに蓄積してきた

iPad活用のノウハウの一部を、延べ8回の講座で

ご紹介しました。 

講座では、iPadの種類・特徴や設定についての

解説から、基本操作、手書き入力や音声入力の体

験、文字種の切り替え操作、情報検索、カレン

ダーの活用、カメラやビデオ撮影と編集、写真に

よるムービーの作成、アプリのインストール、各

種ゲームからメンテナンスまで、たくさんの内容

を受講していただきました。 

若いスタッフの方たちの素直な反応に、私たち講

師やサポータも楽しい時間を過ごすことができま

した。利用者のリハビリの一助として活用してい

ただければ幸いです。 

 



最近はタブレットと呼ばれ

る携帯端末が急激に普及して

きました。簡単に操作でき、

立ち上がりが早く、携帯でき

ることで情報を得るだけでな

く、気軽に情報発信できる端

末として便利に活用されてい

ます。シニアネット光では、

パソコンのみならず、携帯端

末の活用についても体験セミ

ナーを開催したり、ご相談に

対応しております。 

あなたのICT活用ライフの

充実にご利用ください。 

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 

iPadやパソコンの使い方をやさしく、 
            わかりやすく 

★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 

予約なしで 

いいいですよ 

 6月23日(日)に、山口県立大学を会場に、第10

回生涯現役社会づくり学会大会が開催されまし

た。当日は午前中に総会が開催され、午後基調講

演とシンポジウムに引き続きワークショップが開

催されました。 

 学会の賛助会員として参加し、大会に参加され

た方にタブレットを理解して活用していただくた

め、iPadのデモを行いました。iPadに触っていた

だき、iPadが仲間づくりや情報発信に活用してい

ただけることを理解していただきました。 

 特に県内で5名以上のグループからの体験セミ

ナーの要望に対応していることもPRしました。  

生涯現役社会づくり学会第10回大会へ出展しました 

会員寄稿  萩原逸代さん 

 ヘルパーをしている友達から、「パソコンを教え

てもらいたい方がいるから見てあげて」という依頼

からお付き合いが始まったある方を紹介します。 

彼女は60歳を過ぎたころ大病を患われ、右半身が

不自由になられたのです。もともと本を読むことが

好きで、遠くに離れた友達と手紙のやりとりをする

ことが多かったのですが、思うように字が書けない

ことに悶々としていたある日、知り合いからパソコ

ンを勧められましたが、年齢的に躊躇したものの、

リハビリのつもりで始められました。そんな折、ヘ

ルパーさんに紹介され、お付き合いが始まったので

す。 

 私は、彼女から「パソコンの調子がチョットおか

しいの」「文章を書いたけど読んでみて」と連絡が

あると喜んで飛んでいきます。 

そして、感性豊かな随筆を読ませていただき、彼女

の来し方、生き方を感じて私もこうありたいと思う

ことが多々ありました。 

 あれから10年余り、今では、ワードでの文書作

成、メール、ついにはインターネットでの検索と、

次々にマスターして行ったのです。 

 この春「花一輪」と名付けた随筆集を手作りで作

成しました。もちろん彼女が左手のみで打ったもの

です。私は校正と製本を手伝いました。 

形になった随筆集を手にした彼女に喜んでもらえた

ことが私にとって何よりうれしいことです。彼女は

80歳を過ぎた今でも凛として、前向きに暮してお

られます。 

 私は今年からシニアネット光の交流ひろばに週1

回サポーターとして参加しています。そこではパソ

コンを通して新しい出会いがたくさんあります。み

なさんもお気軽にお出かけください。お待ちしてい

ます。 

 まもなく厳しい夏を迎えます。みなさまご自愛の

ほど・・・。 

 


