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美しいシニアライフを目指し、 

ＩＣＴを活用し「まちの助っ人隊」として活動します。 

  明けましておめでとうございます。 
  本年も宜しくお願い申し上げます。 会員一同 

（財）やまぐち県民活動きらめき財団から助成金交

付の認定を受けました  

（財）やまぐち県民活動きらめき財団 

http://homepage3.nifty.com/kirameki/では 

山口県内において広く県民活動意識の高揚を図り、

自主的主体的な県民活動の振興を図るため、個人や

企業、団体からの寄付を、県内の様々な活動団体へ

助成金として、県民活動参加気運の醸成事業として

支援しています。 

 平成21年度の助成事業として団体活動のスター

トアップ事業や３年間の継続事業や「住み良さ日本

一元気県づくり加速化プラン」の戦略に呼応して実

施する事業などに対して助成支援が行なわれていま

す。 

 このたびシニアネット光は平成21年度ジャンプ

アップ助成事業として「ＩＣＴ（Information and 

Communication Technology：情報通信技術）を活

用した市民活動の活性化事業」の認可を受けました

ジャンプアップ事業は３年間の継続事業として発展

的に事業を展開するための助成です。今年を初年度

として活動を開始しました。 

 平成20年度にシニアネット光は県民と市民団体

が協働して取組むジャンプアップ協働事業に取り組

み中高年の地域活動促進について先進地に出向いて 

調査したり、中高年の社会参加への意識調査アンケ 

ートを企業人及び一般市民を対象に行いました。こ

の事業に取組むことで、中高年の社会参加には地域

からの参加のための機会提供と活動の場を提供して

いくことが極めて重要であることがわかりました。 

 今回の事業は地域から市民が市民活動へ参加する

ための情報発信を行なっていきたいと思っておりま

す。市民団体の活動状況をタイミングよく市民に発

信していくことが重要です。市民の立場から求めら

れる市民団体の活動に関する情報の発信を行なって

いきたいと思っております。 

 市民が市民活動へ参加する機会をひかり市民活動

協議会や光市地域づくり支援センターと連携してセ

ミナーや交流会を企画していきたいと思っておりま

す。 

 ＩＣＴを道具として市民活動の活性化に利用して

いただきたいと思っております。またシニアネット

光のホームページhttp://snhikari.cool.ne.jp/を 

活用して市民の立場から市民団体の活動内容や市民

活動活性化の支援事業の紹介を行なっていきたいと

思っております。３年間の継続事業として毎年レベ

ルアップした活動を行なっていきたいと思っており

ます。 

 

『ＩＣＴを活用した市民活動の活性化事業』  

                 市内活動団体と協働で活動を推進中 

全国では２００以上のシニアネットグループが活

動しています。国のＩＴ講座をきっかけに発足し

た、各地のシニアネットも設立１０年となり、社会

的な課題解決への取り組みを始めています。シニア

ネット光では、交流ひろばの公開や情報学習推進協

議会の活動を通して、市民のみなさんに仲間づくり

や、市民活動の活性化にＩＣＴを活用していただき

たいと思っています。今回のきらめき財団の助成事

業では、下記の活動を行って、市民活動の活性化を

支援しています。シニアネット光のホームページを

活用して市民団体の活動内容の紹介、参加の機会や

場の情報を公開しています。また市民活動活性化の

ためのＩＣＴ活用支援セミナーを開催します。その

第一回目として、昨年１１月にＮＰＯ法人男女共同 

参画おおた理事長の牟田静香さんを講師にお招き

し、「行列のできる講座とチラシの作り方講座」を

開催し好評を南しました。 

各市民団体の活動内容紹介に当たっては、ヒアリン

グを行わせていただき、シニアネット光のホーム

ページに団体紹介記事を掲載しました。その中でど

の団体にも共通の悩みとして、「会員を増やした

い、若返りを図りたい」がありました。サポートス

タッフを増やしたいが、なかなか見つからないとの

お話も伺いました。私たちの反省を込めて、率直な

感想を述べれば、自分たちと同じレベルの人を求め

て、殻を閉じてはいないでしょうか。ちょっとした

お手伝いが出来る人や、技術や経験を持った人は意

外と身近にいるものだと思います。 

  きらめき財団から助成金交付団体に認定される 

      『ＩＣＴを活用した市民活動の活性化事業』を展開 

http://homepage3.nifty.com/kirameki/
http://snhikari.cool.ne.jp/


市民活動活性化を目指し『ひかり市民活動協議会』 

一般市民も参加して研修交流会・防府市市民活動支援センターを訪問 

光市の市民団体同士がネットワークを構成し平成１８

年度から３年間光市と協働し市民に対して体験講座を実

施してきました。平成２１年４月にその光市協働ネット

ワークを構成する市民団体を中心に、今後の市民活動の

活性化を目指して、「ひかり市民活動協議会」が設立さ

れました。 

平成２１年９月３０日に支援センターに登録している

団体及び一般市民が参加して、市民活動活性化のための

研修交流会を開催しました。市民活動活性化に向けて参

加したメンバーで本音の意見交換を行なうことができ、

これからの市民活動活性化の課題が浮かびあがってきま

した。 

また１０月２６日には防府市市民活動支援センターを

訪問し、施設の見学及び意見交流を行いました。 

 指定管理者として施設を運営しているノウハウを公開し

ていただきました。行政との協働は卖なるコストダウンで

はなく相互理解により、お互いに専門性を活かした相乗効

果を生むものにしていく必要がある。また、団体の活動の

公開は自分たちが一所懸命すばらしいことをやっているこ

とをＰＲするのでは

なく、市民活動が市

民に役立っている、

市民に喜んでもらっ

ていることをアピー

ルしていく必要があ

るなど、これからの

活動へヒントを沢山

いただきました。 

会の主催で『行列のできる講座とチラシの作り方』講座を開催 

                   講師は全国的人気の 牟田 静香さん 

『住み良さ日本一おひろめ☆たい志 in 周南』に参加 

２０１１年開催の山口国体にも積極的協力を取組み 

いきいきシニアの携帯活用講座を開催 

       ケータイでシニアの人生が変わる！！ 

シニアネット光では、ひかり市民活動協議会と共催し、

光市地域づくり支援センターの後援で、 超売れっ子の牟

田静香さんを講師に迎え、「行列のできる講座とチラシ

の作り方」と題し、11月20日にセミナーを開催しまし

た。  

 講師の牟田さんは、NPO法人 男女共同参画おおた 理

事長で年間170回以上に及び全国各地で講演される超多

忙な方ですが、快く今回のセミナーを引き受けていただ

きました。 

 お話の冒頭、「人集めは男女共同参画社会を実現する

ための手段である」とありました。人の来ない講座はや

らない、手にして貰えないチラシは資源のムダ！を合い

言葉に実践しているとのことで、大変参考になり、また

耳の痛いお話でした。 

 人が集まらないことに対し言い訳をしない。 言い訳

ベスト３として、 

 １．開き直らない～やることに意義がある、正しいこ 

 とをやっている 

 ２．意識（民意）が低いと言わない～意識が低い人に 

  来て貰う 

 ３．天気を理由にしない 

  人が集まらないのは、企画力の丌足や広報宣伝の丌足 

  である！ は 

今後の私たちの活動に、重要なポイントを指摘していただ

きました。 

 セミナーの内容は、実際に使用されたチラシをテキスト

として、タイトルの付け方、対象者による日時の選び方、

特定の年代の方を集めるた

めの工夫や、集客結果につ

いて具体的に説明していた

だき、大変分かり易く参考

になるものでした。ホーム

ページで牟田さんの名前を

見て、遠く宇部からも２名

の方が来ていただきました 

   

９月７日に周单総合庁舎で開催された交流会にシニア

ネット光から３人で参加しました。 

県からの報告で、周单地域ではセブンーイレブン４４

を含む１２２団体がおひろめ☆たい志として認定されて

いることや県内各地域の活動紹介がありました。 

また、２０１１年に山口県で開催される「おいでま

せ！山口国体」と全国障害者スポーツ大会「おいでま

せ！山口大会」について、おひろめ☆たい志としての国

体ＰＲの依頼とちょるる募金や花いっぱい運動への協力

依頼、また、その時期が来たらお願いしたいこととして

ボランティア応募、メルマガ会員登録などのお話があり 

ました。 

会員交流は各会の自己紹介で時間一杯でした。 

ＳＮＨでは先日ちょるる募金を済ませました。国体で

光市はセーリング、バドミントン、レクリエーション卓

球が行なわれますので応援しましょう。 

10月16日（金）光市地域づくり支援センターで、「携

帯電話活用講座」をNTTドコモの共催でシニアネット光

が開催し、友の会の方々や会員16名で受講しました。

「ケータイでシニアの人生が変わる！」という近藤則子

講師とドコモ・スタッフのご指導の下に携帯電話の便利

な活用術（テレビ電話、拡大鏡、ＧＰＳ、カメラ等）を

次々と体験しました。本当にスゴイ機能が満載！でした 

が、最後までなんとか付いて行きま

した。講座終了後、茶話会でホッと一

息、講師にもお褒めの言葉を頂きまし

た。結局、人生を変えるにはケータイ

も変えた方がいいかな？ 

 

会からも「ちょるる募金」に協力しました 

防府市市民活動センターでの 
        活発な意見交換 

講師の近藤則子さん 

４０名超える参加者の会場 



 浅江やろう会は昭和６３年に光市浅江地区の父親
たちによって結成されました。現在の会員数は５２
名です。地域の父親たちが地域のために楽しみなが
ら活動しています。 
 サンドアートｉｎ光、施設での餅つき大会、たけ
のこ祭りなどの主催事業のほか浅江地区西の河原で
開かれる桜祭り・あいぱーくのおっぱいまつりでの
工作教室、カッパキャンプ、地域の里山づくりなど
への協力事業も行っています。また会員の親睦を深
めるためにお花見、お月見、総会後の親睦会も実施
しています。 
 私たち浅江やろう会はやろう城という拠点を持っ
ていて総会始め色々な行事に利用しています。また
県内のおやじの会とも連携を持っていて、定期的に
行事・ディスカッションを行っています。 
 私たちの活動が地域の若いお父さん方に良い影響
を不え、地域の先輩として繋がりを深めていければ
いいなと思います。これからも地域のおやじとして
楽しみながら活動を続けます。 

平成２１年１０月２３日熊本市でシニアネット
フォーラム２１ｉｎ九州が開催されました。 
「高齢社会に於けるアクティブシニアの新しい生
き方」と題して熊本学園大学坂本学長の基調講演
につづき「シニアネットはシニアの生きがい新し
い時代のシニアネットの魅力的な姿とは」と題し
て各地で活動しているシニアネットが参加してパ
ネルディスカッションが行なわれた。最後に「シ
ニアネットがシニアを変える、地域を変える」と
題してケーススタディが行なわれました。 

１０年前に国のＩＴ講習をきっかけに全国各地でシ
ニアネットグループが
立ち上がり、今や地域
の課題の解決の取り組
む事例が多くなってき
ており、これからシニ
アネットの地域活動へ
の貢献が求められてい
ます。 

 三井の今殿地区には、２年前に立ち上げた「今殿

いきいきサロンちょぼらの会」があります。 

 「ちょぼら」とは、ちょっとボランティアという

意味で大げさなものでなく、身近なちょっとした助

け合いっこ，支え合いっこが原点になっています。 

 地域のお年寄りで活動している「今殿いきいきサ

ロン」が進化して出来たもので、現在８２名の会員

がいます。奉仕活動や「放課後子ども教室」のサポ 

ート、買い物や病院への送迎等に「ちょぼら」を

行っています。 

 今年の４月より近所の納屋を借り会員で手を加え

活動の拠点となる「ちょぼらの家」が完成しました 

 「ちょぼらの家」は誰でも気軽に立ち寄ってもら

いおしゃべりしたり、いろいろな計画を立てたり、

お茶を飲みながら笑い声でいっぱいにする事がみん

なの願いです。「ボランティア」を必要とする方、

お手伝いをしてあげる方々で成り立っています。 

 会独自の「ささえ愛券」を発行して会員同士で受

けたり、差し上げたり出来る仕組みです。 

 地区内に私たちサロンの自慢の「笑顔の掲示板」

がかかっています。 

一人ひとりの技術や能力が生かせます。 

 あなたのご参加をお待ちしています。  

４ 

『シニアネットフォーラム２１ｉｎ九州』に 

参加し活発な交流がおこなわれました 

 何でも とにかく 楽しく やろう！！ 

               浅江やろう会 

ちょっとだけボランティアしませんか 

          今殿いきいきちょぼらの会 

「第4回周单地域市民活動団体等交流会」が１１

月２９日県総合庁舎内で開催され昨年より１４団

体多い５２団体が参加、５０団体の出展と各団体

のステージ発表がありました。会場では他にもち

つきやピエロのパフォーマンスがあり、一般来場

者も多数参加されにぎやかな一日となりました。

シニアネット光は日頃の活動をパネルでの紹介と 

インターネットのホーム

ページで市民活動団体の

紹介や活動状況を公開し

来場者の好評を得まし

た。また交流会のビデオ

撮影・記録をシニアネッ

ト光が担当しました。 

『周南地域市民活動団体等交流会』 

５２団体が参加し団体間の交流と市民との触れ合い 

パネル展示を熱心に 

ご覧になる市川光市長 

熱気溢れる全体会議 

サンアートｉｎ光で 
  砂の芸術祭を主催 

毎年恒例の施設での年末餅つき大会 気軽に立ち寄ってみませんか『ちょぼらの家』 

会員同志の助け合いの 
  『ささえ愛券』 



二科会写真部山口支部の作品公募展 

  隅 照夫 会員が 『支部展大賞』 

 第４６回二科会写真部山口支部の公募写真展で

最高の支部展大賞に「仰視」が選ばれました。 

 団子状になって暖をとっている姿を狙っている

と、カメラに気付いた猿たちが仰ぎ見たところを

撮影したもので、猿それぞれの表情のユニークさ

と生き生きした目、構図の美しさなどが高い評価

を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

市民パソコン学習会 

場 所：光市光井4-28-1 

    光市生涯学習センター 

    （光井公民館内） 

    ☎0833-72-3447 

費 用：600円/1日 

予 約：要 

内 容：1日及び2日コース 

市民パソコン相談 

場 所：光市光井4-28-1 

    光市生涯学習センター 

    （光井公民館内） 

    ☎0833-72-3447 

曜 日：土曜日 

時 間：10:00～12:00 

予 約：丌要 

費 用：無料 

パソコンと楽しい出会い 

曜 日：月曜日、金曜日 

時 間：13:30～15:30 

費 用：利用料無料 

    個人指導 500円 

★大歓迎 

 パソコンに初めて触る人 

 パソコンを便利に使いたい人 

 仲間づくりがしたい人 

インターネットに接続された環境で 

パソコンがいつでも使えます。 

  シニアネット光交流ひろば 

ふれあい・すぐ傍に相談できる人がいる 

お互いに教え教えられる・気軽に情報交流 

安心感が得られる・パソコンが怖くなくなる 

パソコンと仲良くできる・超初心者の方歓迎 

来て、見て、触っておもしろ発見！！ 

予約は要ら

ないよ。 

『光市情報学習協議会』主催 

ストロボの使い方。 多くの方が暗い所などでは、ストロボを使うと思います。最近のデジカメの内蔵露
出計は、かなり精度も良くなっていますので、大方はオートで写しても問題ないでしょう。しかし、写し
た写真を見ると被写体が暗く写っていたり、逆に被写体の色がとんでしまっていることもたびたびだと思
います。これは、被写体が白っぽい場合や黒っぽい場合などによく起きることです。 
１．白い被写体はプラス補正、黒い被写体はマイナス補正が基本 
２．被写体との距離にも要注意！被写体との距離が離れている場合は、ストロボの届く光量が弱くなり暗 
  く写ってしまうことがあります。とくにコンパクトデジカメのストロボは、光量が少ないので要注意 
  です。 
３．バックが暗く写ってしまう！？ 
  薄暗い所でストロボを使い速いシャッタースピードで撮影すると、被写体はキレイに写っていても、 
  バックが暗く写ってしまう経験は誰にでもあると思います。とくに、夜景をバックに人物写真を撮っ 
  た時などに、バックが暗く写ってしまってはガックリですよね！。しかし、こういった場合はスロー 
  シンクロを使えば簡卖に問題は解決すると思います。 
４．レンズフードは外す。レンズフードをつけるタイプのカメラは、ストロボを使用するとき必ずレンズ 
  フードを外してください。そうしないとストロボ光がレンズフードによって一部ケラレ（この場合は 
  レンズフードの一部にストロボ光がさえぎられること）影が出来てしまうことがあります。 

デ 

ジ 

カ 
メ 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介   

生きがいづくりには自分流が良いと思います。それは

スポーツや写真・俳句・映画などなど。私の場合剣道や

野球をやっていたので体力の落ちた今はゴルフに熱中で

すがこれだけでは貣弱です。私が実践していることは

「まず手を挙げよう」と言う前向きな気持ちです。最初

に声がかかったのは、男女共同参画推進員とフォーラム

実行委員でした。言葉さえ聞いたことのなかった未知の

世界でしたが、お受けしました。お陰で全く新しい人間

関係が生まれ、その延長で「すまいるネット周单」を結

成し今も活動を続けています。又、「山口県アクティブ

シニア協会」にも入会するチャンスを頂きました。そこ

で「健康生きがいづくりアドバイザー」の認証資格取得

を進められチャレンジしました。この教育中に新たに多

くの人と出会い、生きが

い実践に共鳴し親しくお

付き合いする仲間が増え

てきました。私の例を通

じて申し上げたいのは声

が か か っ た 時 こ そ が 勝

負、前向きに取組めば自

然と道は出来て来ると

思っていることです。 
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作品展示会：１月２２日～２４日 周南市美術博物館 

まず手を挙げよう！！ 新しいことに挑戦 

         酒井 隆行 会員のシニアライフ 

すまいるネット周南の皆さんと 
農家レストラン『たぬき』（鹿野）で会合 


