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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

   第14回やまぐち県民活動パワーアップ賞を受賞しました 

シニアネット光では、平成25年度、第14回

やまぐち県民活動パワーアップ賞を受賞し、11

月18日県庁で受賞式が開催されました。また、

11月20日に光市長へ受賞の報告に出向きまし

た。受賞式では、写真パネルで、会の活動を紹

介しました。 

シニアネット光は、平成12年任意団体として

活動を開始し、平成16年から公益的な活動を目

指して、NPO法人として、「市民に対して、ICT

(情報通信技術)の活用を促進する事業や、ICTを

活用して社会参加活動を促進する事業を行い、

地域社会の発展に寄与する」ことを目的に活動

しています。 

今後もより一層、市民の方に、ICTを便利に活

用していただくための支援や、ICTを活用した

まちづくりに努めていきたいと思います。 

平成26年度総会を開催しました 

NPO法人シニアネット光では、会計年度を1月

1日～12月31日として活動しています。年度総

会で、平成25年度の活動の振り返りと、平成26年

度の活動計画について審議しました。 

平成25年度は、独立行政法人福祉医療機構から

認可を得て、「ICT活用による生きがいサポー

ター養成事業」について、所定の成果を上げる

ことができました。 

今後も、パソコン等の情報通信機器を活用し

て、人と地域の絆をつくり直し、支え合いを目

指して、生きがいのある生活を支援するための

活動に取り組みたいと思います。県内各地で、

タブレット端末お試し講座を開催し、多くの方

にタブレットを知っていただく機会を提供しま

した。また、タブレットを活用して、高齢者の

交流、障がい者の社会参加支援や脳力アップセ

ミナーの開催や観光ボランティア活動を支援し

ました。今後も、タブレットを活用して、団体

活動の情報発信や交流活動を支援していきたい

と思います。 

市民の、ICT活用への不安や不満へ相談対応す

る、「ICTかけ込み寺」では、会の交流ひろばを

開放した対応に含め、気楽に相談に来場しても

らうため、光市生涯学習センターでの相談対応

を始めました。今後も市民の交流の場として、

より内容を充実した対応を図っていきます。 

平成25年度から、山口県生涯現役推進セン

ター主催のシニア地域活動リーダー養成講座で

パソコン講座を担当をしています。県域の地域

活動リーダーにICTを有効に活用していただくた

めに、応援していきたいと思います。 

ICTを情報発信へ活用していただくため、

Facebook講座を開催し、啓発を図りました。 

多層的な情報のやりとりは、これからますます

重要であり、Facebookページ等による団体活動

の情報発信を支援していきたいと思います。 

 県域のICT指導者であるシニア情報生活アドバ

イザーの、平成25年度更新講座を山口市で開催

しました。会の活動を広く知っていただくた

め、会のホームページやFacebook及び紙媒体で

の会誌の発行に努めました。 

なお、山口県県民生活課へ年度の事業報告を実

施報告書として提出し、県の関連ホームページ

や会のホームページで公開しています。 



福田隆登さん 生涯現役社会づくり章を受章 

11月4日に山口県総合保健会館で開催された

「やまぐち元気フェア」の式典で「やまぐち生涯

現役社会づくり章」を受章しました。 

シニアネット光での活動に加

わっての12年間を振り返り、大

きなできごとはやはり「シニア

情報生活アドバイザー（以下SIA

と表記）」の資格を取得したこと

だと思います。 

広島まで3人で高速バスで4日間

の養成講座を受講しました。 

そのときは、将来このことがど

う発展するかについて特に考えていなかったので

すが、認定試験のとき試験官として来訪されてい

たSIA制度を主催する一般財団法人ニューメディ

ア開発協会の部長さんに認められ、山口県で最初

のSIA養成講座実施団体として認定されました。

これまでに58人の方に資格を取得していただ

き、この1月下旬から2月にかけて、岩国在住の

方を含めて4人の受講者を迎え、養成講座を開催

することになっています。 

資格を取っていただいた方は、島根県浜田市を

はじめ県内各地に居られ、シニアネット光が平成

24年から取り組んでいるiPad活用普及事業も一

緒に活動するネットワークになっています。 

ネットワークといえば、別の項目で紹介してい

る、山口県社会福祉協議会が主催する「シニア地

域活動リーダー養成講座」の中にパソコン活用講

座があり、そのとき使うパソコンを、SIAスキル

アップ講座を開催することでできたネットワーク

により、日本マイクロソフト社から5台借りるこ

ともできました。 

広島までバスで4日間通ったことが、このよう

なことができるところまで発展したのです。 

光市には、周辺各市にはない「光市情報学習推

進協議会」という組織があります。光市生涯学習

人材バンクに登録している団体個人の有志が集

まって作った組織で、今年も来年も、およそ20

数回にわたる講座の開催に取り組んでいます。 

例えば私が自治会長で、回覧板などをパソコン

を使って作る技術を持っていたとしても、個人で

講座を開いて受講者に来てもらうことなど、ま

ず、あり得ないことです。一緒に活動する仲間が

居て「仲間と一緒に活動しているからこそできた

ことだ」と、ありがたく思っています。 

シニアネット光では、交流ひろばで「同じこと

を何度尋ねても良いですよ」と、皆さんの「ICT

かけ込み寺」になれるように、今後も生涯現役で

活動しますので、ご利用ください。 

第8回周南地域市民活動団体等交流会へ出展しました 

11月17日（日）下松市の市民交流拠点施設「ほ

しらんどくだまつ」で第8回周南地域市民活動団体

等交流会《しゅうなん元気もの交流フェスタ》が開

催されました。《しゅうなん元気もの交流フェス

タ》は昨年から開催場所が持ち回りになり、今回初

めて下松市で開催されました。民間、行政合わせて

40団体が参加、各団体の展示ブースでは日頃の活

動を紹介し異なる分野の団体との新たな交流や、

会員の入会を目指したパネルを掲げたり、制作し

た作品や物品の販売なども行われました。 

シニアネット光のブースでは日頃の活動の内容

をパネルで紹介しました。気軽に触ってもらい、扱

いやすさ、便利さを少しでも理解してもらえたら

と、iPadの体験コーナーを設け楽しんでいただき

ました。また、光市情報学習推進協議会、及びひか

り市民活動協議会のメンバーとしても出展の応援

をしました。 

展示会場にはちょるるやピエロのPちゃん、笑顔

の殿様が会場にやって来て、お祭りの雰囲気を盛

り上げました。子どもたちの参加もあり、閉会式で

は恒例の餅まきも行われ、有意義で楽しい一日と

なりました。  



快適にインターネットを利用するために大切なこと（セキュリティ） 

iPadお試し講座を受講されたり、iPadを購入さ

れたばかりの方を対象にした、活用講座を開催し

ます。 

企画中の講座として、3月中旬「旅行を楽しむ

ためのiPad(仮称)」の準備を進めています。 

主な内容は、 

①準備段階＝行き先を決めるための観光ポイン

ト調査・宿の予約・行程（道路地図やJRなどの乗り

換え）・経費などを調べる 

②旅行先＝写真やビデオ撮影・観光ポイントの詳

細・家 族 や 友 だ ちと の テ レ ビ 電話 

③ 帰 着 後 ＝ 写 真 や ビ デ オ を 編 集 

そのために必要なアプリの紹介や入手

方法、Wi-FiモデルiPadのネット接続な

どを考えています。 

詳細が決まり次第、チラシなどでお知らせします

のでご利用ください。 

また、個人やグループで自分たちの活動を知って

もらうための道具として、Facebookを利用する人

が増えてきました。iPadを使うと、旅行先で撮影し

た写真をその場で発信することもできます。この

ような講座も順次企画しようと考えています。 

パソコンでできることも多いですが、iPadならお

出かけのお供にもなり、便利に使えます。活用講座

に、ぜひお越しください。 

シニア地域活動リーダー養成のパソコン講座を開催しています 

山口県社会福祉協議会が、平成27年に山口県で

開催される「ねんりんピックおいでませ！山口

2015」に向けて、地域推進員を養成するため

「シニア地域活動リーダー養成講座」を企画して

います。 

１年目の講座として、ボランティア総論・相談

技法・グループワークなどが行なわれます。報告

書などをパソコンで書けるようになろうという意

味も込めて、パソ

コン講座を3日間

組み込むことにな

り、その講座をシ

ニアネット光が担

当することになり

ました。 

受講者は県内各地

から32人参加し、防府市文化福祉会館で9月26

日、12月12日の2日間を終え、年明け2月6日に

3日目の講座を開催します。 

事前アンケートを見せていただくと、6割程度

の方がパソコンを所持されているようでした。 

私たちが、どのようなねらいで取り組むか、い

ろいろ考え｢パソコンを使うと便利だ」と思って

もらえるようにしたいということになりました。 

1日目は、オリエンテーションで、世の中のパ

ソコン活用の様子を説明し、パソコンの概要、

フォルダの階層構造、文字入力の基本など 

2日目は、Wordで文書の体裁や報告書の様式へ

の文字入力、Excelで会計簿作成など 

2月には復習と質疑応答、パワーポイントのさ

わり程度、できればiPadの紹介などを予定してい

ます。 

iPadの活用を応援します 

今年になって特に、「偽セキュリティソフト」の感

染や、ワンクリックでバックアップやレジストリ

を整理する高額なソフトのダウンローダーがイン

ストールされる被害が続出しています。 

この不正プログラムに感染すると、パソコン内の 

ウィルスをスキャンしているようなアニメーショ

ンが表示された後、「ウィルスに感染しています」 

「ハードディスク内にエラーが見つかりました」 

など、偽の警告画面がポップアップされます。 

そ れ と 共 に、正 規 の セ キ ュ リ テ ィ ソ フ ト を 

連想させるような製品名とアイコンを表示して、 

クレジットカード番号などの入力を促します。 

またパソコンを立ち上げると、「パフォーマンス

が低下しています」や「バックアップされていませ

ん」のようなポップアップメッセージが、常に表示

されるようになります。 

このようなメッセージに、騙されてはいけませ

ん！反応さえしなければ、メッセージが表示され

るだけで、被害は発生しません。 

何故このようなことが起こるのでしょうか？ 

基本ソフト(OS)には脆弱性があり、攻撃者はそこ

を突いてきます。脆弱性を修復するプログラムが

アップデートです。OSのアップデート(Windows 

update)は必ず実施してください。また、セキュリ

ティソフトのパターンファイルも、必ずアップ

デートしてください。ウィルスやスパイウェアは

毎日数百個も新しく見つかっています。パターン

ファイルだけでなく、セキュリティソフトそのも

ののバージョンアップも必要です。数年間古い

バージョンのままだと、サポートされなくなりま

す。ネットライフにセキュリティ対策は必須です。

被害にあうと他の人にも迷惑をかけます。 



会員活動紹介 酒井さん 

平成25年度のやまぐち県

民活動パワーアップ賞を受賞

でき、多くの団体や個人の

方々のご支援に感謝します。

これからもより一層、ICTを

市民の方々に活用していただ

き、こころ豊かな生活に利用

していただくように努めてい

きたいと思います。 

特に、ICTをより便利に活

用していただくため、ICTか

け込み寺へ、気楽に来ていた

だけるよう相談対応に力を入

れたいと思います。  

「ICTかけ込み寺」へおいでませ 

酒井隆行と申します。会員

としてはあまりにも異色

で、ICT（Information and 

Communication  Technolo-

gy）には極めて疎く、メー

ルや情報検索など自分の必

要最小限のことが出来る程

度です。 

私の力量とのギャップに唖

然としながら、結果として「飲み会だけに参加す

る」あるまじき会員で、立派な活動をされている

他の会員の皆様に申し訳ない思いで一杯です。 

他方、会員の皆さんは力量の高低は問わず、優

しく迎え入れて下さる人ばかりでした。 

そこで皆さんにご提案ですが、使う前からICT

は難しいとか、自分には無縁のものだなどとお考

えの方がおられましたら、先ず触ってみてくださ

い。思ったよりやさしいことが分かり、馴染むに

連れて楽しくなり、便利な道具であることが実感

できます 。 

会員の皆さんが、レベルに応じて色んな形で手 

 

助けして下さいます。「交流ひろば」をお尋ね頂く

のも1つの方法かも知れません。 

会のPRに終始してしまいましたが、私をPRす

るものは持ち合わせておりません。 

周南市（旧熊毛町・三丘）に在住し、この９月

まで医療法人 松仁会、老人保健施設 春の里に事

務長として勤務しておりました。医療法人の事務

局長として、定年後10年近く関わってきました。

この経験を、これからも生かしていきたいと思い

ます。 

退職した現在は熊毛地区民生委員・児童委員の

会長を仰せつかり、又地元のお寺（浄土真宗）の

総代をお受けしており、結構忙しい日々を送って

おります。 

ICTに直接関係がないので具体的な話は省略し

ますが、今日まで色々な事に関わらせて頂き感じ

ることは「何をするにつけ究極は人と人の繋がり

方・和の醸成次第」で成否が決まってくると思う

ことです。 

この点からも「シニアネット光」は素晴らしい

集団です。お気軽にご一報ください。  

シニアネット光では、会が使用している交流ひ

ろば及び、光市生涯学習センターの２箇所でiPad

やパソコンがはじめての方、使い方に困っている

方、いろんな使い方をしたい方を対象として

「ICTかけ込み寺」を、開催しております。 

♦月曜日～「SNH交流ひろば」13:30～15:30 

♦木曜日～「生涯学習センター」13:30～15:30 

 木曜日には市販テキストを利用したワード・エ

クセルのテキスト解説講座も行っておりますの

で、お問い合わせください。 

ICTまちの助っ人隊として活動しているシニア

ネット光を「ICTかけ込み寺」として、どうぞご

活用いただきますようご案内申し上げます。 

地 図

は 下 記

を ご 参

照 く だ

さい。 

あいぱーく光 


