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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。 

活動活動活動活動のののの狙狙狙狙いいいい    
平成２１年度はジャンプアップ助成事業初年度として、
１０団体の市民活動団体の活動をホームページに公開し
ました。活動紹介の様式の検討、取材、ホームページ掲
載内容の見直しなどに取り組みました。この間ひかり市
民活動協議会や光市地域づくり支援センターと連携も深
めました。市民活動への参加機会の提供に努め、ホーム
ページの活用をはじめ、周南地域市民活動交流会へも出
展しＰＲを行いました。特にイベントのビデオ編集に取
り組み、動画を活用した情報公開に取り組みました。ま
た、市民団体の活動の活性化のために、携帯電話の活用
及びチラシの作り方や講座の企画の仕方についての自主
企画講座を実施しました。市民団体のICT化活用支援の
ため、団体へのリユースPC寄贈の申請支援及び活用支
援を行いました。平成22年度は初年度の活動を振り返
りさらにジャンプアップした活動に取り組み、ＩＣＴの
利活用による市民活動の活性化を図ります  
 活動内容及活動内容及活動内容及活動内容及びびびび実施方法実施方法実施方法実施方法 
平成21年度の活動実績を振り返り、次の活動に取り組
みさらにステップアップした活動に取り組みます。 

 
１）ホームページで紹介する市民活動団体の活動内容 
  の情報をもっと充実させる。 
２）ホームページで紹介する市民団体の数を増やして 
  いく。 
３）市民団体の活動への参加呼びかけなど参加の場と 
  機会に関する情報をさらに充実する。  
４）ホームページで情報発信したものをベースに紙媒 
  体でもチラシや冊子などでＰＲを行なう。 
５）ひかり市民活動協議会や地域づくり支援センター 
  と連携し市民活動活性化のための企画講座を実施 
  する。 
６）市民活動活性化支援のためのＩＣＴ活用の相談、 
  アドバイス、事務支援などを行う。 
７）ビデオ編集、Ustreamを利用したライブ放映等で 
  動画を活用して市民活動の活性化を支援していく 
８）「山口国体」のＰＲを支援するため光市国体実行 
  委員会と連携しホームページで情報公開する。 
活動に際しては前年度から実施してきたプロジェクト
会議を継続して実施しステップアップした企画になる
よう取り組みます。 

｢市民活動を楽しくおもしろく｣と題したセミナー
を、今話題のUstreamでライブ放映しました。 

Ustream（ユーストリーム）は、2007年3月に設
立されたアメリカの動画共有サービスです。 

主な機能として、ライブビデオストリーミング
（streamingとは、主に音声や動画などのマルチメ
ディアファイルを転送・再生する方式の一種）などの
プラットフォームを提供しています。パソコン、Web
カメラ（パソコンに映像を取り込めるカメラ）マイク
とインターネット回線があれば、誰でも・いつでも無
料で、動画を世界中にライブで配信できます。 

2008年アメリカの大統領選挙期間中にも活用さ
れ、身近な例では事業仕分けの放映にも使用されまし
た。 

シニアネット光では、3月中旬よりライブ放映テ 

ストを繰り返してきました。より高画質の映像を配信
するため、よりクリアな音声を届けるための機材の調
査を行いました。今回の放映は初めての公開テストで
した。思わぬトラブルに見舞われ、慌てる場面もあり
ましたが、放映のための
ノウハウを得ることがで
きました。 

高画質の映像を配信す
るために、ビデオカメラ
を使用し実際にライブ放
映テストを行った結果、
ビデオカメラの使用が可
能となりましたので、近
日中に公開テストを行う
予定にしています。 

 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの 

「ＩＣＴ「ＩＣＴ「ＩＣＴ「ＩＣＴ((((情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術））））をををを活用活用活用活用したしたしたした市民活動市民活動市民活動市民活動のののの活性化活性化活性化活性化」」」」     

シニアネット光は、広報および花づくり 

ボランティア団体に登録し活動します。 

                    市民活動市民活動市民活動市民活動セミナーにセミナーにセミナーにセミナーに参加参加参加参加                市民活動市民活動市民活動市民活動をををを楽楽楽楽しくおもしろくしくおもしろくしくおもしろくしくおもしろく！！！！！！！！    
～～～～よろこびをよろこびをよろこびをよろこびを共有共有共有共有するボランティアモチベーションのマネージメントするボランティアモチベーションのマネージメントするボランティアモチベーションのマネージメントするボランティアモチベーションのマネージメント～～～～    

ひかり市民活動協議会主催の｢市民活動を楽しくおも
しろく｣と題したセミナーが、５月１０日（月）光市
地域づくり支援センターで開催されました。講師に
は、下関市立大学経済学部准教授 川野祐二先生を迎
え、市民活動団体からは２１名の参加者で、シニア
ネット光からも７名が参加しました。 

セミナーでは、「よろこびを共有する ボランティ
アのマネージメント」をテーマに講師から、ボラン
ティア活動を「お金にならないのに何故行うのか」
「お金以外に何を期待するのか」の問題提起があり、
ワークショップで参加者の活発な意見交換が行われ、
大変盛り上がりました。 

ボランティアモチベーションは、マネージメントす
る人も、参加者も「お金以外の報酬に期待と共感、動
機付け」を共有する企
画、実行が重要であると
いうことでした。 

我々、活動団体も参加す
る人にボランティアモチ
ベーションを感じさせる
マネージメントが重要で
あることを再認識し、活
動の原点を見つめ直す良
い機会となりました。 

市民活動市民活動市民活動市民活動セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの様子様子様子様子ををををUstreamUstreamUstreamUstreamにてにてにてにて    

防府防府防府防府・・・・山口山口山口山口のののの支援支援支援支援センターにライブセンターにライブセンターにライブセンターにライブ放映放映放映放映    

ライブ放映中のセミナー 



シニア情報生活アドバイザー（以下ＳＩＡ）の資

格は３年間で、３年毎に資格更新セミナーを開催し

ています。今回の更新対象者は宇部市の３人と山口

市の１人、計４人でした。シニアネットやまぐちが

開催母体ですが、運営その他はシニアネット光のメ

ンバーが担当し、平成２２年４月６日に山口市で開

催しました。 

ＳＩＡ養成講座は受講者と講師の関係ですが、資

格更新セミナーは互いに有資格者ですから気楽な立

場で進めることができました。 

内容は、財団法人ニューメディア開発協会から提供

されたテキストに基づき、東京で開催されたシニア

ネットフォーラムなどを含めたＳＩＡの動向や、新

しく開発されたWindows7の便利な機能の紹介、

新しい情報としてUstream やDropboxについて 

話し合いました。Ustreamは別項で紹介がありま

す。Dropboxはユーザー登録をするとサーバーコン

ピュータにデータを保存することができて、ＵＳＢ

メモリなどを持ち歩く必要がなくなりです。また

フォルダを作って仲間と共有すると、そのフォルダ

に入れたファイルを仲間の誰もが修正保存できる優

れものです。興味のある方はお申し出ください。 

「光市情報学習推進協議会」は光市との協働事業で、市民が市民の

ために、パソコンの基本操作を学んでいただき、パソコンを道具と

して使うことで、より便利な生活をおくることができることを目指

して「市民パソコン学習会」や「市民パソコン相談」を行っていま

す。また自治会活動やコミュニティ活動にパソコンを利活用してい

ただくためのお手伝いもしています。 

 一緒に活動したいと思われる方はぜひご参加ください。  

 「シニアネット光」は、光市情報学習推進協議会へのエントリー

団体として学習会の企画及び講師やサポーターとして、またパソコ

ン相談の対応者として参画しています。 

 申込要領等は、最終ページを参照下さい。又、毎月２５日付の市

広報にも詳しく掲載されています。7月以降の講座を案内します。 

光市情報学習推進協議会光市情報学習推進協議会光市情報学習推進協議会光市情報学習推進協議会のののの『『『『市民市民市民市民パソコンパソコンパソコンパソコン学習会学習会学習会学習会』『』『』『』『市民市民市民市民パソコンパソコンパソコンパソコン相談相談相談相談』』』』    

                                                                        多多多多くのくのくのくの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています    

パソコン学習会（１日コ―ス）  

パソコン学習会（2日コ―ス）  

日日日日                程程程程    講講講講    座座座座    内内内内    容容容容    

 ７月 １日(木）・ ２日（金） はじめてのパソコン 

 ７月１５日(木）・１６日（金） はじめてのインターネット 

 ９月 ２日(木）・ ３日（金） はじめてのパソコン 

 ９月１６日(木）・１７日（金） はじめてのインターネット 

１０月 ７日(木）・ ８日（金） はじめてのパソコン 

１０月２１日(木）・２２日（金） はじめてのインターネット 

１１月 ４日(木）・ ５日（金） はじめてのパソコン 

１１月１８日(木）・１９日（金） はじめてのインターネット 

 １月１３日(木）・１４日（金） はじめてのパソコン 

 １月２７日(木）・２８日（金） はじめてのインターネット 

 ２月 ３日(木）・ ４日（金） はじめてのパソコン 

 ２月１７日(木）・１８日（金） はじめてのインターネット 

 ３月 ３日(木）・ ４日（金） はじめてのパソコン 

 ３月１７日(木）・１８日（金） はじめてのインターネット 

日日日日                程程程程    講 座 内 容講 座 内 容講 座 内 容講 座 内 容    

 ７月 ７日（水） アルバム作成 

 ７月２１日（水） アルバム作成 

 ９月 ８日（水） チラシ作成 

 ９月２２日（水） チラシ作成 

１０月１３日（水） 簡単住所録 

１０月２７日（水） 簡単住所録 

１１月１０日（水） 年賀状 

１１月２４日（水） 年賀状 

１２月 ８日（水） 年賀状 

１２月２２日（水） カレンダー作成 

 １月１９日（水） 簡単家計簿 

 ２月 ９日（水） アルバム作成 

 ２月２３日（水） アルバム作成 

 ３月 ９日（水） チラシ作成 

 ３月２３日（水） チラシ作成 

   シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）資格更新セミナー開催 

山口市、宇部市などから４名が受講・更新 

パソコン学習会の様子 

 シニアネット情報生活アドバイザーとは、経済産業省
の外部団体「財団法人ニューメディア開発協会」が資格
認定しています。パソコン操作に限らず、パソコンやイ
ンターネットを用いて高齢者の生活をより楽しくする方
法や社会参加・貢献のために役立てる方法などのアドバ
イスを担います。 
 シニアネット光は、ＳＩＡ養成講座実施団体に認定さ
れており、有資格者が12名います 



助成金申請手続助成金申請手続助成金申請手続助成金申請手続きおよびリユースパソコンのきおよびリユースパソコンのきおよびリユースパソコンのきおよびリユースパソコンの寄贈寄贈寄贈寄贈のののの支援支援支援支援    

「やまびこ文庫」の活動のひとつとして始まった
「放課後子どもプラン」『わくわく教室』も今年度
で４年目を迎えました。長年続けている「やまびこ
文庫」の「おはなし会」を中心に季節の行事、遊び
や工作も取り入れ、子供たちが安全に、楽しい２時
間が過ごせるようにボランティアさんの協力の下、
行事を進めていきます。 

光市室積地区の学校に通う子ども達の参加希望者
が第１･３水曜日に学校帰りにやってきます。学校か
ら公民館までは地域の民生委員さん達が付き添って
くださり、下校時の安全に配慮しています。 
 学校・学年の違う１年生から４年生までの３７人
が年間２２回の行事に参加します。初回の６月２日
は市立図書館で学習会を続けているグループ、「読
みあいの会」「語りの会」「エプパネ」のメンバー
の協力で楽しい「おはなし会」が出来ました。 

 
シニアネット光では、NPO法人虹のかけ橋の新

規事業である、漬け物の製造・販売に協力してい
ます。 

虹のかけ橋のスタッフや利用者の保護者は、障
がいを持った子供たちの将来について、大きな不
安を持っています。学校を卒業した後、日常生活
や働く場を確保できるのだろうか。近隣にはその
ような場所はほとんどありません。そこで、ス
タッフや利用者の保護者、更にはボランティアの
方たちが立ち上がり、昨年から慣れない漬け物の
製造・販売に取り組んでいます。 

その献身的な活動に共鳴した私たちは、シニア
ネット光でなければできないことで、協力するこ
とにしました。その１つが、漬け物製造の工程を
分かり易いマニュアルにすることです。安全衛生
面からも、作業標準を記載したマニュアルは求め
られます。 

実際に作業する人が見て分かり易い、工程ごとの写
真入りのマニュアル、そしてビデオマニュアルの作成
です。漬け物の材料はたくさんあり、季節性もあるた
め、１年間のプロジェクトとしました。ビデオ撮影や
ビデオ編集の得意な人、ナレーションが上手な人、そ
して写真の撮影や編集を得意とする人たちが集まり、
楽しみながら活動を行っています。 

既に漬け物のカタログを作成しました。編集を行い
ながら、実際の製品との差がなく、如何に美味しく見
せるか、漬け物を盛り合わせる小皿や撮影角度、そし
て説明の一言コメントにも工夫を込めました。またビ
デオマニュアルも白菜漬け編が完成し、市民活動セミ
ナーで披露して好評を博しました。 

今後は製造マニュアルだけでなく、在庫や販売管理
のデータベース作りに取り組んで行く予定です。 

学校の行事の関係で下校時間が学校間で違った
り、早くなったりと対応は大変ですが、見守りボラ
ンティアさんたちの協力で何とか、計画は進めてい
けそうです。今年度は「囲碁の会」の方たちにも協
力していただき、毎回充実した時間が過ごせそうで
す。また、夏休み行事として「親子でお菓子作
り」・「エコ教室」・「家族でカレー作り」なども
計画しています。いろんな教室の方たちが協力して
くださるのでバラエ
ティに富んだ行事が計
画でき子どもと一緒に
楽しい時間を過ごすこ
とができます。どなた
でも歓迎いたします。
本と子どもに囲まれた
時間を一緒に過ごしま
せんか？ 

６６６６    
 やまびこ文庫『わくわく教室』   本と子どもに囲まれた楽しい時間 

１１１１．．．．助成金募集助成金募集助成金募集助成金募集をををを調調調調べてべてべてべて、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体のののの活動活動活動活動についてタイムリーにについてタイムリーにについてタイムリーにについてタイムリーに助成金情報助成金情報助成金情報助成金情報をををを連絡連絡連絡連絡しししし、、、、該当該当該当該当するするするする内容内容内容内容のののの申請申請申請申請    
        のののの支援支援支援支援をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    
例） 
きらめききらめききらめききらめき財団財団財団財団ではではではでは県民活動を行う団体の自主的・主体的な活動に対して必要な経費を助成し、県民活動の振
興と発展を支援しています 

        

    

    

２２２２．．．．リユースパソコンリユースパソコンリユースパソコンリユースパソコン寄贈支援寄贈支援寄贈支援寄贈支援    
２ＮＰＯ法人イーパーツに『リユースパソコン（ＰＣ）』の寄贈申請を、2009年

11月に｢やまびこ文庫」が行い、2010年2月に1台の寄贈を受けました。｢やまびこ
文庫」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ＰＣ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。 

シニアネットシニアネットシニアネットシニアネット光光光光はははは、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法人法人法人法人イーパーツへのイーパーツへのイーパーツへのイーパーツへの申請相談申請相談申請相談申請相談からからからから寄贈寄贈寄贈寄贈ＰＣＰＣＰＣＰＣのセットアッのセットアッのセットアッのセットアッ
ププププ及及及及びびびび活用支援等活用支援等活用支援等活用支援等をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

『『『『まちのまちのまちのまちの助助助助っっっっ人隊人隊人隊人隊』』』』活動活動活動活動            こんなこともやってますこんなこともやってますこんなこともやってますこんなこともやってます！！！！！！！！    

            ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人虹法人虹法人虹法人虹のかけのかけのかけのかけ橋橋橋橋のののの新規事業新規事業新規事業新規事業のののの立立立立ちちちち上上上上げをおげをおげをおげをお手伝手伝手伝手伝いいいい                    

                                                                漬漬漬漬けけけけ物物物物のののの製造製造製造製造マニュアル・カタログマニュアル・カタログマニュアル・カタログマニュアル・カタログ作成作成作成作成    

①県民活動スタートアップ助成事業 （10万円以内・1年間助成） 
②県民活動ジャンプアップ助成事業 （10万円以上20万円以内・２年間継続助成） 
③県民活動協働推進助成事業  （50万円以内・1年間助成） 
④県民活動きらめきファンド助成事業 
 ア．青少年育成分野への助成 （10万円以内・1年間助成） 
 イ．自然環境・保全分野への助成 （20万円以内・1年間継続助成） 

2007200720072007年年年年    福寿草福寿草福寿草福寿草のののの会光会光会光会光    

200200200200９９９９年年年年    やまびこやまびこやまびこやまびこ文庫文庫文庫文庫    



写真の編集、メール、インターネットの検索、

ゲーム…と並べたら切りがありません。私の生活

はパソコン無しでは成り立たず、ちょっと オタ

ク？かも知れません。でもこんなに面白い道具を

使わないなんて、もったいないですよね。そんな

思いでＳＮＨの活動を続けて来ました。他にも

色々とやってきたのですが、この二つだけ長年続

けられたのは何故でしょうか？それは、それ自体

が面白かったこともありますが、その場所で面白

い人や魅力的な人との出合いがあったからだと思

います。そして共に学び、泣き笑い、１つのもの

を一緒に作り上げた時の喜びや感動を味わってき

ました。これからも出会いを大切に、お世話に

なっている方々へ心から感謝し、熱中し続けたい

と思います。 

市民市民市民市民パソコンパソコンパソコンパソコン相談相談相談相談    

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：不要 

費 用：無料 

パソコンとパソコンとパソコンとパソコンと楽楽楽楽しいしいしいしい出会出会出会出会いいいい    

曜 日曜 日曜 日曜 日：：：：月曜日月曜日月曜日月曜日、、、、金曜日金曜日金曜日金曜日    

時 間時 間時 間時 間：：：：13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

費 用費 用費 用費 用：：：：個人指導個人指導個人指導個人指導    500500500500円円円円    

＊＊＊＊日時日時日時日時はははは相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます    

★★★★大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎    

    パソコンにパソコンにパソコンにパソコンに初初初初めてめてめてめて触触触触るるるる人人人人    

    パソコンをパソコンをパソコンをパソコンを便利便利便利便利にににに使使使使いたいいたいいたいいたい人人人人    

    仲間仲間仲間仲間づくりがしたいづくりがしたいづくりがしたいづくりがしたい人人人人    

インターネットにインターネットにインターネットにインターネットに接続接続接続接続されたされたされたされた環境環境環境環境でででで    

パソコンがいつでもパソコンがいつでもパソコンがいつでもパソコンがいつでも使使使使えますえますえますえます。。。。    

        シニアネットシニアネットシニアネットシニアネット光交流光交流光交流光交流ひろばひろばひろばひろば    

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 

来来来来てててて、、、、見見見見てててて、、、、触触触触っておもしろっておもしろっておもしろっておもしろ発見発見発見発見！！！！！！！！    

予約は要ら

ないよ。 

『『『『光市情報学習協議会光市情報学習協議会光市情報学習協議会光市情報学習協議会』』』』主催主催主催主催    

海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行をををを撮撮撮撮るるるる 

Point 1.Point 1.Point 1.Point 1.    画面画面画面画面をををを縦横縦横縦横縦横３３３３分割分割分割分割にするラインにするラインにするラインにするライン上上上上にポイントをにポイントをにポイントをにポイントを持持持持ってくるとってくるとってくるとってくると画面全体画面全体画面全体画面全体がががが安定安定安定安定するするするする    

Point 2.Point 2.Point 2.Point 2.     広角広角広角広角でででで主役主役主役主役とともにそのとともにそのとともにそのとともにその場場場場のののの様子様子様子様子をををを画面画面画面画面にににに取取取取りりりり込込込込むむむむ    

Point 3.Point 3.Point 3.Point 3.        一緒一緒一緒一緒にににに行行行行ったったったった人人人人のののの楽楽楽楽しげなしげなしげなしげな表情表情表情表情をとらえるをとらえるをとらえるをとらえる 

水平割水平割水平割水平割でででで、、、、見見見見せたいせたいせたいせたい物物物物をををを強調強調強調強調するするするする    

3333分割分割分割分割はフレーミングにはフレーミングにはフレーミングにはフレーミングに安定感安定感安定感安定感をををを出出出出すだけでなくすだけでなくすだけでなくすだけでなく、、、、そのそのそのその配分配分配分配分によってによってによってによって    
見見見見せたいテーマがせたいテーマがせたいテーマがせたいテーマが明確明確明確明確になるになるになるになる。。。。ここではここではここではここでは、、、、海海海海のののの美美美美しさをしさをしさをしさを表現表現表現表現するためするためするためするため    
にににに砂浜砂浜砂浜砂浜のののの白白白白いラインをいラインをいラインをいラインを画面画面画面画面のののの半分半分半分半分よりもよりもよりもよりも上上上上にににに置置置置いているいているいているいている。。。。逆逆逆逆にににに空空空空のののの美美美美    
しさをしさをしさをしさを表表表表したいときはしたいときはしたいときはしたいときは、、、、白白白白いラインをいラインをいラインをいラインを半分半分半分半分よりよりよりより下下下下にするとよいにするとよいにするとよいにするとよい。 。 。 。     

ラインをラインをラインをラインを活活活活かしてかしてかしてかして、、、、奥行奥行奥行奥行きをきをきをきを出出出出すすすす    
画面上画面上画面上画面上にににに放射状放射状放射状放射状のラインとそののラインとそののラインとそののラインとその収束点収束点収束点収束点をををを置置置置くことによってくことによってくことによってくことによって、、、、遠近感遠近感遠近感遠近感がががが    
強調強調強調強調されされされされ奥行奥行奥行奥行きがきがきがきが出出出出るるるる。。。。写真写真写真写真ではではではでは、、、、そのそのそのその効果効果効果効果のおかげでのおかげでのおかげでのおかげで階段階段階段階段をををを降降降降りるりるりるりる    
人人人人のののの緊張感緊張感緊張感緊張感がががが伝伝伝伝わってくるわってくるわってくるわってくる。  

人物以外人物以外人物以外人物以外のものをのものをのものをのものを取取取取りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、現場現場現場現場のリアルのリアルのリアルのリアル感感感感をををを伝伝伝伝えるえるえるえる    
人物人物人物人物にインパクトにインパクトにインパクトにインパクト感感感感をををを出出出出しつつしつつしつつしつつ周周周周りのりのりのりの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを伝伝伝伝ええええ    
るにはるにはるにはるには、、、、広角広角広角広角でででで近近近近くからくからくからくから人物以外人物以外人物以外人物以外のものものものものものものものも入入入入れてれてれてれて撮撮撮撮    
るのがるのがるのがるのが効果的効果的効果的効果的。。。。    
ここでのポイントはここでのポイントはここでのポイントはここでのポイントは画面画面画面画面のののの下下下下3333分分分分のののの1111をををを占占占占めるめるめるめる鍋料理鍋料理鍋料理鍋料理    
友人友人友人友人のののの楽楽楽楽しげなしげなしげなしげな表情表情表情表情のののの理由理由理由理由をリアルにをリアルにをリアルにをリアルに伝伝伝伝えるだけでえるだけでえるだけでえるだけで    
なくがなくがなくがなくが、、、、アクセントにもなっているアクセントにもなっているアクセントにもなっているアクセントにもなっている    
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ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人シニアネットシニアネットシニアネットシニアネット光光光光    会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介            

 私の趣味はコーラスで、20年程前に娘の小学校

のＰＴＡコーラスに入会し、歳を重ねる毎に音楽

に嵌ってしまいました。毎年光市の合唱祭と学校

の発表会に参加し、『お母さんコーラス大会』に

も出場しています。コーラスで美しいハーモニー

に包まれると、幸福感に満たされます。そんな瞬

間 に 出 会 う た め

に、いつ までも 続

け て 生 涯 現 役 の

「コ ー ラ ス ガ ー

ル」を目 指した い

と思います。 

もうひとつ熱中しているのがパソコンです。こ

ちらもシニアネット光(ＳＮＨ)に入会して10年く

らい嵌っています。パソコンで文章やチラシ作り 

熱中しています！！     原田夕里子 会員のシニアライフ 

市民市民市民市民パソコンパソコンパソコンパソコン学習会学習会学習会学習会    

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 

６６６６    

2007200720072007年全国大会出場年全国大会出場年全国大会出場年全国大会出場    


