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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

元気なまち協働事業に取り組んでいます 

 光市では、平成26年度から、公共サービスの向

上にむけ、市民の自主的で公益的な活動を促進す

るため、元気なまち協働事業がスタートしまし

た。 

 ＮＰＯ法人シニアネット光では、元気に公益的

な活動を行っているグループの活動を情報発信す

る、「光市の元気を発信しよう」事業に取り組むこ

とになりました。 

 光市の元気を発信しよう専用のFacebookペー

ジを開設し、市民が担い手になり、主体的に光市

の自然や文化、歴史等を外部に発信することで、

光市の良さ、元気を発信するものです。 

また、この活動を通して、いろんな世代の市民参

画の輪を広げたいと思います。 

 

Facebookは、現在では、世界で12億人、国内で

は3000万人が利用するシステムとして利用が広

がっています、光市でも、3200名以上の方が利

用されています。 

個人の情報発信から団体、行政、企業などグルー

プの情報発信ツールとしても利用されています。 

 団体としての情報発信ができる、Facebook

ページはFacebookに登録していない人でも、

Webページとして閲覧できること、イベントが公

開でき、参加の呼びかけができることなど団体の

情報発信ツールとして便利な道具です。 

また、コメントやシェアで多層的に情報が広がっ

ていくことが期待できます。 

 今回の事業では、まずは、Facebookページの

活用を支援するため、iTeaカフェを地域づくり支

援センターで、定期的に開催し、個別の相談に対

応することから始めています。 

今後は、Facebookページ活用先進事例紹介など

の講座も企画してゆきたいと思います。 

 イベントの情報発信では、Ustreamを活用し

た、ライブ放映も行いたいと思います。 

 今回の事業で、いろんな世代が光市の元気を発

信し、お互いに情報を共有することにより、協働

のまちづくりへ、市民参画の輪を広げたいと思い

ます。 



シニア情報生活アドバイザーとしてのスキルアップ 

シニアネット光は「ＩＣＴまちの助っ人隊」と

して活動しています。 

来訪される方がどんな課題や質問をもって来ら

れるか、どのように応えたら理解していただける

か、また講座を企画するとき、どのような準備が

必要か、シニアがシニアの目線でシニアの初心者

にアドバイスするための能力を身につけるため

に、常に研修しています。 

「シニア情報生活アドバイザー」という資格制

度があり、会員の多くが勉強をしてこの資格を取

得しています。 

この制度を管轄する一般財団法人ニューメディ

ア開発協会から会員のためのスキルアップ講座の

開催を支援し

ていただいて

います。 

５月８日にマ

イクロソフト

社から講師を

招き、機材も

提供していた

だいて Win8.1タブレット講座を開催しました。 

県内のＳＩＡ資格者や各地で講座の講師を務め

ておられ

る方など

２４人が

受講しま

した。 

また、

この資格

の有効期間は３年で、その都度、資格更新セミ

ナーを開催しています。 

今回は５月１０日に

新南陽ふれあいセン

ターに県内各地から

更新該当者が１３人

集まり、東京で開催

された全国シニア

ネットフォーラムの

様子や、セキュリ

ティに関する話題、iPadの活用、Facebookでの

情報発信

などにつ

いて協議

研修をし

ました。 

 

 

今、私たちは従来から行なっている独自の相談

会と、テキストを購入された方を対象にした講座

を行なっています。また、光市情報学習推進協議

会でのパソコン講座としてWord・Excel・写真の

整理・インターネットの活用と留意点や、iPadを

使ってタブレット体験・活用講座などを開催して

います。 

６月６日には富士通から３人の講師サポーター

と、機材の提供を受け「らくらくスマートフォン

講座」を開催しました。 

受講者１６人が夢中になったのは「らくらくコ

ミュニティ」へ

当日だけ仮参加

して「あいさ

つ」というテー

マのところへ、

写真や短い挨拶

文を掲載し、互

いに閲覧したこ

とです。 

タブレット端末もスマートフォンも、「仲間とつ

ながる道具」を目指しているように感じました。 

６月から毎週金曜の午後、地域づくり支援セン

ター１ＦホールでiTeaカフェを開いています。主

に個人や団体の情報発信ツールとしてFacebook

の活用について、市民の皆様からの相談に対応し

ていますので、どうぞお越しください。 

最近気になることは、ソフトのダウンロードな

どでついてくることのある「不安をあおる表示」

です。OKを自分で選んで進むと高価な代金の請

求につながることもあるようです。 

ハードの不具合や削除してしまったデータの復

活、ダウンロードしてしまった不要なプログラム

の削除など、プロにお願いした方が良い場合もあ

りますので、そんなときはプロの紹介をすること

もあります。 

会員は火曜日の午後集まってテーマを決めた勉

強会や情報交換をし、日々研鑽をして皆様のお越

しに備えています。安心してご利用ください。 



「パソコン連続講座」の開催について  
 
シニアネット光では、従来のパソコン相談に加

え、昨年末よりパソコンの初級連続講座を開催し

ています。 

私たちが推奨するテキストを購入していただい

た方に、テキストに沿って分かりやすく説明を付

け加えながら、10回程度の講座を行っています。

現在はWordの2回目の講座を行っているところで

す。デジカメの写真をパソコンに取り込み、Word

でアルバム作りも行いました。 

パソコン相談では、ご相談に来られる方の一時

的な問題は解決するものの、応用がきかないこと

を私たちは懸念していました。 

そこで分かりやすく、一人でも学習できるテキ

ストを探すことから始めました。しかし、テキス

トには詳しく解説してあるものの、それだけでは

初心者の方には分からないことや、難しい方法で

書かれていることもあります。テキストに沿って

一緒に操作していただき、テキストに記載されて

いないノウハウを織り込みながら、基礎から学ん

でいただいています。 

今後も受講者の方のご意見を反映しながら、よ

り分かりやすい講座を目指していますので、どう

ぞご利用く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

iPad体験セミナーを開催しました 

4月18日、やまぐちネットワークエコーの会員

を対象にiPad体験セミナーを行いました。 

「やまぐちネットワークエコー」の会は、男女

共同参画の視点をもって、共に個性や能力を発揮

できる社会を目指し、話し合い、学び合いの活動

をしておられます。 

当日は会の中心となって活動しておられる8名の

方が参加されましたが、ほとんどの方は日常的に

パソコンを使っているもののタブレットは初めて

の方が多く、タッチ操作から体験していただきま

した。すぐに操作を会得され、ネット検索、地

図・天気・料理レシピなどの検索、またゲーム体

験など明るい笑い声の絶えないセミナーでした。 

今後、会の情報発信の手段の一つとして取り入

れていきたいというお話でした。 

6月13日には「ひかり高年者生きがいセミ

ナー」でiPad体験講座を行いました。 

生涯学習センター所管のこのセミナーは、高年

者が自らの生きがいを求め、自立した生活を送る

ことが出来るようにとの願いから毎年企画されて

います。 

年間を通して7回行われる講座のうち、第1回目

にiPad体験講座が行われ、シニアネット光が担当

しました。 

高年者にとっては、画面が大きく見やすい、初

心者でも操作が簡単など、取り入れやすいことが

パソコンとの違いで、興味を持っていただけたと

思います。早速取り組んでみようとの声も聞かれ

ました。生きがいと、自立の一助となれば幸いで

す。 
 



｢デジカメアドバイス｣ 花火を撮る  

ステキに撮る3っのポイント 
1. 必ず三脚を使う 

2. 画面いっぱいに花火を入れる 

3. 真っ黒な空間を作らない 

オートでもきれいに写る 
花火を撮る場合、花火モードを採用しているカメラならその

モードを使うことができるが、オートでも絞りや感度を設定

すれば、きれいに撮れる。この写真は、絞りをF8に、ISO感

度を200に設定しました。  

三脚を使ってブレを防ぐ 
手ブレ補正機能が優秀ならカメラでも花火は手持ちではブレ

てしまう。ブレのない花火の写真を撮るには、三脚が必要。  

花火が開き始めてからでも、 
チャンスだと思ったらあきらめずにシャッ
ターを切る 

この写真では大きな

花火の一部分をアッ

プで撮った。ドーン

と開いてしばらくし

てからパチパチと小

さな花火がはぜるタ

イプで、小さな花火

がはぜはじめてすぐ

にシャッターを切り

撮影したものです。  

  パソコンとの出会いで目覚めた  松村 勝年 

私とパソコンとの出会いは、何気なく店頭で表

計算ソフトExcelを体験した４８歳（1990）だっ

たと記憶しています。当時の仕事は見積り業務を

しており、電卓での積算で大変な思いをしており

ました。 世の中にこんなに便利で簡単に色々な

計算が可能なソフトがあるのかと、大きな衝撃を

受けたことを今でも思い出します。 

それからというものは、パソコンへと一直線にの

めり込んで今日までに至っております。パソコン

の購入は今までに８台かそれ以上か？ 女房の小

言を無視しながら今日まで来ました。 

５７歳で早期退職し協力会社へと再就職したも

のの、新幹線７００系内装部品の見積り部品点数

の多さにびっくり、Excelといえども手入力では多

くの時間を要しました。そこで自動化しかないと

思い立ち、Excel VBAプロミングの猛勉強をし、

VBAで見積り積算の自動化に取り組みました。 

パソコンを使ってきた集大成である。かなりの

投資もしたが諦めずやって来て、これぞ「継続は

力なり」である。この時、５８歳半ばでした。 

 リタイヤ後は何を目指そうかと日々思っていた

６９歳のある日、ＮＨＫ「ゆうどき」の番組で

６０代女性の方が「シニア情報生活アドバイ

ザー」の資格を取られて、パソコンを教えなが

ら生き甲斐を持たれていると映像が流れ、よし

これにチャレンジだと心に決めたのです。 

  それから数ヶ月後、一週間の講習で「シニア

情報生活アドバイザー」の資格を取ることが出

来ました。この時、６９歳４ｹ月。 

  ７１歳でリタイヤした後「シニアネット光」

の会員として、人に教える立場になるというこ

とは大変難しいですが、日々勉強と思い、色々

な経験をさせて頂いております。最近では、そ

ば打ちにも挑戦しています。 

これからパソコンと思われているシニアの

方々へ、“思い立ったが吉

日”と、シニアネット光の

「ＩＣＴかけ込み寺」へお

いでませ。親切丁寧がモッ

トーの集団です。最近では、

そば打ちに挑戦中。 → 

 

平成26年度から、市民の

自主的で公益的な活動を促

進するため、元気なまち協

働事業がスタートしまし

た、シニアネット光では活

動の一つとして「iTeaカ

フェ」を、光市地域づくり

支援センターロビーで 

毎週金曜日13時から15時

に開催しており、スタッフ

が、フェイスブック

（Facebook）やパソコ

ン・タブレットのご相談に

対応しております。 

お気軽にお越し下さい。  


