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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。 

事業の目的は 

 平成２０年度に住み良さジャンプアップ事業で中高年

の地域活動参加促進に関する調査研究に取り組み、先進

地視察や市民アンケートを実施してきました。その結

果、地域から市民活動に参加する場と機会を提供してい

くことが大事であることがわかってきました。われわれ

がこれまで蓄積してきたＩＣＴを活用するノウハウを市

民に対して、市民の目線から市民活動への参加の機会を

市民の目線で発信し、市民活

動の活性化への支援を行なう

ものです。 

事業内容及び実施は 

 １）ホームページを活用  

して市民活動団体の活動日活

動場所などの情報を紹介し、

市民団体からの活動への参加

呼びかけ、参加の場と機会に

ついてホームページ（URL 

http://

snhikari.cool.ne.jp/）で情報を発信し

ました。  

 ２）市民活動活性化のためのＩＣＴ

活用を促進するための講座を実施。 

 ①「行列のできる講座とチラシの作

り方」講師 ＮＰＯ法人男女共同参画

おおた理事長 牟田静香さん 

 

 各種講座、イベント等に多くの人に参加して貰うには、

事前の企画がいかに重要であるかを知りました。また、一

人でも多くの参加を喚起するためのチラシづくりを習得で

きました。多くの市民に参加頂き初期の目的達成に近づく

ことができました 

  ②「いきいきシニアの携帯活用講座」講師 東京大学 

   先端科学技術研究センター交流研究員  

   老テク研究員 近藤則子さん 

 電話機能を中心に使うことが多かった

が、まさに持ち歩きのパソコンである。

これもＩＣＴの活用であるという実感を

しました。いろいろの機能を使いこなし

これからの生活の中で大いに活用できる

ことを学び、体験することができた。 

 ３）市民活動活性化支援のための相談

やアドバイス及び事務支援などを実施す

る。 

 ① ＮＰＯ法人虹のかけ橋の福祉関連管理データベース

の簡易版データベースづくりを支援しました。これからも

データベースを活用したまちの活性化支援に取り組みたい

と思います。 

 ② 平成２１年１１月に開催された第４回周南地域市民

活動団体等交流会のビデオによる記録作成を担当しました  

 また、ひかり市民活動協議会の研修交流会や企画講座の

ビデオ記録作成などを実施しました。 

『シニアネットフォーラム21 in 東京2010』  
シニアネットやまぐちの構成メンバーで、パネルディスカッションへの出演・活動パネル展示 

（財）ニューメディア開発協会の主催で、シニアネット

フォーラム21in東京2010が、平成22年2月4日、5日

にアルカディア市ヶ谷私学会館を会場に開催されました 

～新たなシニア文化の創造と発信～を合言葉に全国各地

のシニアネットメンバー、行政、企業などの関係者２０

０ 名が参加し交流が行われました。 

シニアネット光は山口県域の団体であるシニアネット

やまぐちの構成メンバーして、パネルディスカッション

への出演及びシニアネット交流広場での活動紹介ポス

ターの展示を行いました。 

パネルディスカッションにはシニアネットやまぐちの

代表である奈良井昌雄氏がシニアネットやまぐちの活動

を自作のビデオで紹介しました。今回のビデオでは第２

１回国民文化祭で全国をインターネットで結ぶ山口の文

化クイズ大会やシニア情報生活アドバイザーの活動内容

などの紹介を行いました。シニアネットやまぐちではＩ

Ｔ講習をはじめ、シニアの経験と知識を生かして地域の

課題の解決に向けた活動を行っています。また、お互い

に連携することで活動を広げ、深めています。パネル 

 

ディスカッションでは全国のシニアネットが地域の課題

解決へ向けて、それぞれ工夫した活動の様子が紹介され

ました。 

２日目はシニアの社会参加促進、ＩＴ講習での生きが

いつくり、行政との協働の進め方、コミュニティ・ビジ

ネスへの取り組みなどをテーマに、分科会に別れて交流

が行われました。 

ＮＨＫの趣味悠々でお馴染の佐々木卙氏の基調講演で

はブログやツイッターやUstreamなどが安く便利に活用

できるようになり、誰でもどこでもいつでも情報発信で

きるようになったことの紹介があり、シニアこそもって

いる財産をもっと公開

してほしいとのコメン

トがありました。 

シニアネット光でも

Ustreamを活用しての

動画での情報発信をこ

れから進めていきたい

と思っています。 

 

  きらめき財団からの県民活動ジャンプアップ助成事業 

「ＩＣＴ(情報通信技術）の活用による市民活動の活性化支援事業」 の活動を積極的に展開 

熱気溢れる全体会議 

リニュアールされた 
トップページ 



平成２２年度年次総会を開催 

１年間の活動の総括と本年度の活動計画 

シニアネット光交流ひろばでのふれあい学習 

シニアネット光ではインターネットに接続した環境

を整備した交流ひろばを、市民のみなさんに公開し

て利用してもらっています。毎週月曜日と金曜日の

午後１３：３０～１５：３０に開設しています。気

楽な雰囲気の中でのふれあいの場でのふれあい学習

になっています。参加者された方から、初めてのパ

ソコンに丌安がなく

なった、インター

ネットの利用に丌安

がなくなったなどの

感想を大事にし、こ

れからも気楽に自分

のペースで学んでい

ただく場にしたいと

思っています。 

光市教育委員会と協働で市民向けパソコン相談や講

座開催 

市民及び市民団体で構成する光市情報学習協議会の

メンバーとして、市民向けのＩＣＴ活用のためのパ

ソコン相談やパソコン講座を開催しています。毎週

土曜日の午前中に開催するパソコン相談は自分のパ

ソコンを持ち込むこともでき、市民のパソコン活用

へのいろんな悩みに対応しています。パソコン講座

では、はじめての

パソコンやはじめ

てのインターネッ

トなど市民の方々

がパソコンの基本

操作を学んでもら

う場を提供し、便

利にパソコンを活

用してほしいとの

思いで活動してい

ます。 

シニアのためのＩＣＴ活用の指導者養成とレベル

アップ 

シニアネットの県域の会「シニアネットやまぐち」

の構成メンバーとして、ＩＣＴを仲間づくりや社会

貢献のために活用していただくための指導者養成

を、財団法人ニューメディア開発協会の認定団体と

して講座を開催して

おります。また、資

格を取得した人の３

年ごとの更新講座も

実施しております。

県内でこれまで５５

名の資格者が誕生し

ました。 

シニアのＩＣＴ活用を指導するアドバイザーとして

県内各地でＩＣＴ活用しての地域の課題解決への活

動が期待されています。 

シニアいきいき携帯電話講座を開催しました 

ＮＴＴドコモと共催し、講師に東京大学先端科学技

術研究センター交流研究員 老テク研究会の近藤則子

さんに依頼し、いきいきシニアの携帯活用講座

「ケータイでシニアの人生が変わる？」を開催しま

した。メール、インターネットは勿論テレビ電話、

拡大鏡、ＧＰＳ、カ

メラなどの機能と活

用術について、携帯

電話の操作を実践し

ながら携帯電話の活

用について学びまし

た。これらの機能を

使いこなして、生活

の中で活用を拡大す

ることが必要である

と実感させられる講

座でした。 

ＩＣＴを活用してのまちの助っ人活動 

シニアネット光ではＩＣＴを活用したまちの助っ人

活動を行っています。パソコンを希望される団体へ

のＮＰＯ法人イーパーツからの寄贈を支援していま

す。これまで２団体の寄贈と活用の支援を行いまし

た。データベースを活用した県民活動支援センター

の相談カードの電子化や子ども文庨の蔵書管理シス

テムの更新などを行っています。また、周南市で開

催された市民活動交流会ではビデオ撮影と記録用の

ＤＶＤの作成を行い、周南総合庁舎を訪れる市民向

けに玄関で交流会の様子を放映しています。 

きらめき財団の助成を受けて市民活動活性化に向け

て活動 

今年度を初年度として（財）やまぐち県民活動きら

めき財団からジャンプアップ事業の助成を受けて、

市民活動活性化に向けて活動しています。また、ひ

かり市民活動協議会の構成メンバーとして市民団体

同士での市民活動活性化に交流と研修を行っていま

す。初年度の活動として市民団体の活動情報とイベ

ントの紹介をシニアネット光のホームページを活用

して公開しました。

各市民団体を取材す

ることで、お互いの

活動についての理解

が深まり、市民団体

活性化の課題もみえ

てきました。 
 

 平成２１年度活動の活動 

  ＮＰＯ法人シニアネット光は、ＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通 

  信技術）を活用して地域社会の発展に寄不することを目指し、まちの助っ人隊として地域活動に取り 

  組んでいます。 

  尚 平成２１年度の活動についてはシニアネット光のホームページで実施報告書を公開しております。 

  http://snhikari.cool.ne.jp/ 

http://snhikari.cool.ne.jp/
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～人づくりこそ元気創造の原点～ 

『第５回 人づくり・地域づくりフォーラム ｉｎ 山口』に参加 

 光市には知的障害者とその家族でつくった「手を
つなぐ育成会」という団体があります。２月に約
100名の「育成会」メンバーでの「周南３市ボーリ
ング大会」がありました。下松のボーリング場で23
レーンを貸し切り、楽しい歓声が響き渡りました。
4月25日（日）「周防の森ロッジ」で、光市社会福
祉協議会主催による障害者たちとの「お花見の会」
が行われます。光市内の五つの障害者団体やボラン
ティアが集います。誰でも参加できます。「ゲー
ム」「紙芝居」や「カートンドッグ」作りなどがあ
り、野外での楽しい一日が待たれます。また、春が
近づくと育成会の有志の者が「花壇」の花作りを始
めます。光駅前交差点、島田市交差点等で花壇を見
かけたらちょっと足を止めて、花を愛でて下さい。  

 
１月２７日（水）参加者11名で「夢のみずうみ村」を 

訪問しました。リハビリ中の引率者の方に施設内を一つ

一つ丁寧に案内してもらいました。利用者はリハビリメ

ニューの中から自分で選びスケジュールを作り実行して

います。また施設内の通貨「ユーメ」で各種教室の授業

料やおやつ代を払うことができます。その「ユーメ」を

稼ぐために体を動かしたりクイズに答えたりするそうで

す。いつのまにかリハビリしているわけで、この辺に人

気の秘密がありそうです。午後から訪問した「ヒュッテ

桂谷・ランプの宿」は別世界のようなすがすがしい空間

でしたが、主催者の方々の里山づくりへの熱い想いに感

動しました。 

近年、ビデオカメラはもちろんのこと、デジカメの機能

が向上し、動画撮影が手軽に行えるようになってきました

そこで動画編集の楽しさを実感し、興味のある方に広く紹

介できるよう、1月30日光市地域づくり支援センターでビ

デオ編集講座を開催しました。動画や静止画の編集を行い

テロップやBGMを付け加えて楽しみました。講座は新し

い発見と楽しいひと時でした。講師からは、「ビデオの編

集はとても時間がかかりますが、熱意と根気で良い作品を

作ることが出来きます。」 とのコメントもあり、和気あい

あいの受講となりました。 今後家族、友人、趣味の分野な

ど、幅広い映像を対象に編集して、テレビで観賞するなど

デジカメの用途が広がればと思います。 
＊使用ソフト：Vista版【Windows Movie Maker】 

  入門編として写真編集ソフト 

    【Windows フォトストーリー3】を使用して写真（静止 画） 

  の自動編集（手動編集も可）でより、簡単に作品を作る事も 

  出来ます。 

VideoStudio 12の機能の紹介も簡単に行いました。 

「障がいがあっても、生まれ育ったこの街で、
家族とともに、仲間とともに普通に暮らした
い・・」 

そんなのささやかな願いをかなえるために、「虹の
仲間」は集まりました。 

２００１年１１月、障がいのある当事者・介護者
である家族・サポートにあたるボランティアが一丸
となり、一時預かりのサービスである「レスパイト
サービス」を開始、その後、光市より事業を受託し
現在に至ります。 

一時預かりといっても、ご本人の豊かな暮らしづ
くりのお手伝いが出来るように・・サポートを必要
とする方々が、笑顔で楽しい時間を過ごせるよう
に・・との思いで、スタッフは支援にあたります。 

そしてこのたび、新たな取り組みとして、「漬け
物の製造・販売」という新たな事業を手掛ける事
で、全く違う世界に足を踏み入れることになりまし
た。これは、総合支援学校（旧養護学校）を卒業す
る子供たちの進路先の丌足により、親も本人も丌安
を抱えているという現状から、卒業後の「働く場」
「日中活動の場」となるよう取り組みを始めたもの
です。昨年夏より、虹のスタッフが製造技術を教わ
り、伝統の漬け物を引き継ぐ準備がようやく整いま
した。 

まずは、この「漬け物事業」を軌道に乗せること
が、今の私たちの課題です。皆様のご支援、よろし
くお願いいたします。 
 皆さまのご支援をお待ちしています。 

５ 

 障害者と家族との楽しい交流会！！ 

          光市手をつなぐ育成会 
豊かな暮らしのお手伝い！！働く場も模索 

          ＮＰＯ法人虹のかけ橋 

 ２月１３，１４日に山口県セミナーパークで開催され

た「人づくり・地域づくりフォーラム」にシニアネット

光から５人が参加しました。最初に九州共立大古市先生

のコーディネートで「市民と行政が協働するまちづくり

と推進のための具体的方策」について奈良女子大馬場先

生、山大長畑先生、ＮＰＯ法人ひろしまね安藤理事長に

よる鼎談があり、首相官邸からのメールマガジンにも掲

載されていた「新しい公共」や「思いのある人、サポー

トする人、活動拠点の大切さ」などが話し合われました 

 実践発表は６ブロック各４組ずつの発表で、北海道、秋

田から徳島、長崎、沖縄など日本各地から参加されていま

した。夕方には交歓会があり、１４日は「地域社会の教育

力を向上させるため、学校、家庩、社会教育団体、企業、

ＮＰＯ等との連携や協働をどう進めるか」についてインタ

ビュー・ダイアローグ。続いて金子みすゞ記念館長矢崎節

夫氏による記念講演がありました。実践発表資料集は交流

ひろばにあります。  

自 主 企 画 事 業 を 展 開 

楽しかった 
 昨年の「お花見会」 

ゲームに、食事づくりに 
一般市民の方も参加を！！ 

施
設
内
通
貨 

 
 

 

「
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大人気『夢のみずうみ村』        『こんなに簡単 動画編集 

『ヒュッテ桂谷・ランプの宿』を訪問       会員・友の会会員で研修会    

http://snhikari.cool.ne.jp/syoukai/2kouryuu/3ittekimasita/yume-lamp/image/schedule.JPG


2009年11月｢やまびこ文庨」はＮＰＯ法人イーパー

ツに『リユースパソコン（ＰＣ）』の応募申請し2010

年2月に無償寄贈を受けました。｢やまびこ文庨」は地域

の子どもたちのために良書を収集し、本を通じて子ども

たちを育てるために活発な活動をしています。今回のＰ

Ｃの提供を受け文書作成やチラシ作りに役立て、益々活

動を広げて行かれるでしょう。また２００７年にリユー

スＰＣ２台を無償寄贈された「福寿草の会・光」の方々

も、有効にＰＣを活用されています。 

シニアネット光は、ＮＰＯ法人イーパーツへの応募申

請の支援から寄贈ＰＣのセットアップに至るまでお世話

してきました。 

今後も市民団体の活動活性化のために支援して行きた

いと思います。 

５ 

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：個人指導 500円 

＊日時は相談に応じます 

★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 

春です、花をすてきに撮る方法  
Point 1. 自然光で撮影して花のやわらかさを出す 

Point 2. 背景の色で花の表情を変化させる 

Point 3. 露出補正で花の色を美しくする。 

曇った日に外で撮る 

直射日光で撮影すると濃い影ができ、花のやわらかさが表現できないので、薄曇

りのやわやらかい光で撮影するとよい。  

花の人が濁る時は、露出をプラス補正する 

画面に明るい部分が多いため、露出を変えずに撮影すると暗く花の色が濁って

写ってしまう。露出をプラス補正し、明るく華やかな印象になるようにした。  

白いテーブルクロスで、やわらかい光を作る 

白いテーブルクロスを敷くと、反射した柔らかい光が暗い部分に当たるので、影が目立たなくなり、 

花びらの質感が出る。  

デ 

ジ 
カ 
メ 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会及び会員紹介   

 定年退職後４年目になりますが、定年を期にパソコン

を購入しました。ＰＣの機能やメール操作等の習得が目

的で、シニアネット光の会員になり、今ではどうにか操

作できるようになりました。会社から解放されて間もな

く、周防の森ロッジ野外活動センターに週２回施設管理

の勤務をしています。特にボランティアの人が主催する

「森もりひろば」が年数回開催され乳幼児から小学生の

親子のふれあいや子育ての相談も行っていて、中高年の

ボランティアも多数参加し子供達とのふれあいを楽しん

でいます。私も手伝いして若者との交流があり仲間も多

数でき活動を通していろいろ勉強させてもらっていま

す。私自身朝寝坊防止のため地域の人達と早朝グランド

ゴルフを週３回、仕事仲間と山のゴルフを月１回楽しん

でいます。約２０年前から同年代のジョギングクラブに

入っていて年２～３回

は近郷のロードレース

に出て１０ｋｍの完走

を目標にし、時間があ

いた時はマイペースの

ジョギングをしていま

す。これからも健康に

留意して地域社会に尐

しでも貢献していきた

いと考えています。 

ボランティア、趣味に今が旬！！ 

         高村 秋人 会員のシニアライフ 
シニアネット光はこんなこともやってます！！ 
「やまびこ文庫」 にパソコン無償寄贈の申請助成 

２００９年 １台無償寄贈受けた 

やまびこ文庫  
２００７年 ２台無償寄贈受けた 

福寿草の会光  ２０年続いているロードワーク 

スノーフレーク 

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 


