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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。 

 この度、ＮＰＯ法人シニアネット光では平成22年

度県民活動促進キャンペーン事業を山口県環境生活

部県民生活課から受託しました。10月1日から11月

30日の県民活動促進キャンペーン期間中に①広域ネ 

ットワーク形成による県民活動活性化への取組みと

②ボランティア等県民活動にはじめて参加しようと

する県民に対する各種メディアを活用した普及啓発

をねらいに市民団体と行政との協働事業として公募

されたものです。 

 ＮＰＯ法人シニアネット光からは「動画発信を活

用した県民活動の活性化とネットワークづくりの促

進」の企画名で、第５回周南地区市民団体等交流会

をインターネット

を利用して、県内

各支援センターへ

ライブ映像を発信

するものです。県

内支援センターの

ネットワーク形成

と広く県民にライ

ブ映像を見てもら

うことで、県民活動を身近なものとして感じてもら

い、これから気軽に活動へ参加してもらう機会を提 

供したいと思っております。 

 今回の事業は受託した他の2団体の防府市ＮＰO 

法人市民活動さぽーとねっと及び周南市山口パー

フォーマンスネットワークと連携して活動します。 

 ＩＣＴはホームページやブログを活用しての情報

発信及び情報共有の利用が進み、県民活動の有効な

ツールとなってきています。ブロードバンドの普及

とともに動画を利用した情報発信も容易に行える環 
境になってきています。今回のキャンペーンはこれ
らＩＣＴを活用した県民活動の活性化へ発展してい
く事業として取り組みたいと思っています。 
 ライブ放映について予告ビデオ作成し、事前に事
業の啓発ＰＲを行うことにしています。また、チラ
シやホームページ、新聞、ＴＶ、地元ＦＭ放送など
メディアを活用し県民に参加を呼び掛けていきたい
と思っています。 

今回の事業を実施した後、実施結果を評価し、次の

協働事業へ改善点をフィードバックしていくことに

なっております。 

「番組制作に対する心構え」についてお話を聞く会 

平成22年8月25日に川口尚子氏を講師に、県民活

動促進キャンペン事業の一環として「番組制作に対

する心構え」についてお話

を聞く会を開催しました。

いろんな体験を通しての音

の大事さや、音の表現の楽

しさを紹介していただきま

した。  

 光市の国体広報ボランティアとして、2010年7

月5日に山口国体光市実行委員会事務局でブログ作

成のお手伝いをしました。 

 実行委員会事務局から競

技の案内、市民ボランティ

ア等、市民に向けて情報発

信されています。市民の皆

さんからコメントをお寄せ

ください。 

 

光市・山口国体の情報は 

 http://blog.canpan.info/kokutaihikari  

をご覧ください。 

山口国体光市実行委員会市民ボランティアの「花

づくりの部」に応募し、マリーゴールド、サルビア

ブルーサルビアの３種類を１０個のプランターに分

け、みなさんの協力を得て育てています。 

今年は１１月にバドミントンのリハーサル大会が

ありますが、これに関係なく来年の本番と同じ１０

月２日～１０日に開花の照準を合わせるように指示

がありました。 

今は花がら摘みをしていますが、８月下旬に茎を

高さ２０ｃｍになるように切り戻しをし、固形肥料

を与え、力を付けて開花させます。開花の照準がう

まく合うか楽しみです。花は交流ひろばにも置いて

いますので、持ち帰っての育成も歓迎します。 

 平成２２年度県民活動キャンペーンを県から受託 

「動画発信を活用した県民活動の活性化とネットワークづくりの促進」  

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。 

山 口 国 体 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 
光市実行委員会「ブログで情報発信」      リハーサル大会を飾る花苗を育成 

平成２１年（昨年） 

第４回周南地区市民団体等交流会 

番組制作の勉強会 



 この事業は、３年間の継続事業として（財）やま

ぐち県民活動きらめき財団から助成金を受け実施す

るものですが、２年目の本年度も交付団体として認

定されました。 

 平成21年度は、ＩＣＴを活用して市民活動への

参加の機会を市民目線で情報発信し、市民活動の活

性化への支援を行ってきました。 

 平成22年度も市民活動の活性化支援を更に発

展、深化させるために次の活動を積極的に展開して

まいります。 

１）ホームベージを活用した市民活動団体の紹介団 

 体を増やします。 

２）団体情報、イベント情報等をUstreamでのラ 

 イブ放映やホームページの活用により発信情報の 

 内容を更に充実していきます。 

３）ホームページやチラシなどの広報活動で情報を 

発信し市民活動への参加機会の提供を行います。 

４）ホームページ掲載の情報をチラシや会誌等によ 

 り紙媒体でも情報発信致します。 

５）市民活動団体の紹介を冊子に纏め市民活動の材 

 料を提供します。 

６）ひかり市民活動協議会及び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 

 を実施します。 

７）ＳＮＨ交流ひろばを市民に解放し、相談、アド 

 バイス、チラシ作り等広くＩＣＴ活用の支援を強 

 化します。 

８）光市国体実行委員会と連携しながら、会のホー 

 ムページを活用し、山口国体の情報を発信しま 

 す。 

光市では政策企画部企画広報課の呼び掛けで市長

と市民の対話集会が実施されています。 

この度、ＮＰＯ法人シニアネット光から10名のメン

バーが参加して、市川市長を囲んでの市民対話集会

を8月4日地域づくり支援センター研修室で実施しま

した。 

 最初に光市政策企画部から市長のマニフェストに

掲げた項目について個別に実現に向けて取り組んで

いる状況について報告がありました。 

ＮＰＯ法人シニアネット光から会の活動内容をホー

ムページの公開情報に基づき紹介しました。引き続

き、参加メンバーから活動を通して感じている市民

活動への思いを紹介しました。 

    市川光市長を囲んで市民対話集会を実施 

   ＩＣＴを活用した市民生活について意見交換    

   県民活動ジャンプアップ助成事業（２年目）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」を発展、深化 

     日本財団公益事業のコミュニティサイトに団体情報を登録 

                         情報開示レベルで最高の☆☆☆☆☆評価 

日本財団では、社会福祉・教育・文化などの活

動、海外における人道活動や人材育成、海や船にか

かわる活動の3つの分野を中心に事業を推進してい

ます。 

障害者の自立支援、改修による福祉拠点の整備、

福祉車両の配備、ホスピス・プログラム、子どもの

健全育成、環境保全、災害援助、芸術文化や生涯ス

ポーツの推進、犯罪被害者支援など、国内におい

て、地域に密着した活動を支援しています。 

 日本財団の公益・ボランティア事業のコミュニ

ティサイトへ団体情報登録しました。日本財団から

は、情報開示レベルで最高の五つ星の評価を受まし

た。 現在、登録している団体は、全国８，０５６

団体、山口県で３１３団体あり、県内で最高の五つ

星評価を受けている団体は３団体のみです。 

 https://canpan.info/dantai_list_view.do  
 を参照ください。 
 これからもより一層、団体の活動内容や組織運営

に関する情報や財務状況などの情報を、会のホーム

ページや日本財団公益事業のコミュニティサイトの

団体登録情報として、発信・開示していきたいと

思っております。 

 まちづくりへＩＣＴを有効に利用してこそ、市民

の生活が便利になったり、生活が豊かになります。

地域の医療の情報共有化もこれから進むと思われま

す。インターネットを道具として有効に利用するた

めのまちづくりに関する具体的な意見交換ができま

した。出席したメンバーも気楽な和やかな意見交換

を楽しみました。  

 これからもいろ

んなグループが気

楽に市長との対話

の輪を広げてもら

いたいと思いまし

た 。 



１９９２年４月２日 第１回「光人形劇フェステ 
ィバル（このゆびと～まれ）」開催しました。 
２０１０年６月２７日に第１８回を迎えました。 
出演団体プロ・アマ８団体、パネルシアター２団
体、紙芝居２団体、体験コーナー１団体、ワーク
ショップ３団体、スタッフ５９名、協力団体４団体
で、入場者数は延べ１３９７人でした。 
 18年の歳月を経て大きな輪に広がりました。私た
ちは自主団体として立ち上がり、全てチケット収入
で賄っています。人形劇を通して、親子が共通の場
でもっと触れ合えるよう、そして絆が深まることを
願い、良質の人形劇をより多くの親子のみなさんに
少しでもやすく観ることができるように、努力して
おります。今日の社会現況の中、諸々の経費の増大
に今回は？・・・と不安に駆られることもしばしば
ありました。 

 
このたび、私ども「虹のかけ橋」と「シニアネ 

ット光」は、協働で「障がい者自立のための漬け
物プロジェクト」に取り組むこととなりました。 

やまぐち県民活動きらめき財団が毎年行ってい
る、助成事業の一環である協働推進助成事業に応
募し採択されたものです。 

私たち虹のかけ橋は、２００１年１１月、障が
い者の生活支援や預かりを目的としたサービスを
展開して参りました。そして、障がい者の働く
場・充実した日々をおくる事の出来る場を求め活
動していたところ、昨年の夏、漬物の製造・販売
をされてきた方とのご縁に恵まれ、本格的に漬物
製造に取り組むこととなりました。しかし、この
分野に於いて未熟である私たちは、目の前の課題
をこなすのが精一杯であり、本来早急にやるべき
ことが後回しとなり立ち往生した状態でした。 

ICTを活用したまちづくりを推進しているシニアネッ
ト光の協力を得て、この事業を立ち上げることとなり
ました。8月12日にキックオフミーティングで両者の
顔合わせを行ったところです。 

具体的には、ビデオ及び紙媒体のマニュアルの作
成、バーコードリーダーによる商品在庫管理・販売管
理データベースの設計・構築という事業です。 

既に１本のビデオマニュアルが完成し、８本がナ
レーションの吹き込み待ちとなっています。ルビの
振ってあるテロップや、ナレーションで親切に説明し
てあり、とても分かり易いものとなっています。知
識・経験の乏しい私たちには、思いも浮かばなかった
事柄も多々あり、様々なキャリアをお持ちの皆様のお
知恵を拝借できることは、本当にありがたく感謝して
います。 

NPO法人 虹のかけ橋・理事長 岩佐光恵 

 ２００６年１０月 国民文化祭で光市に人形劇分
野を受けていただきました。その時得た感動、新た
にできた仲間、それは大きな力となりました。子ど
も達がおかれた現在の状況を思う時、私たちの活動
の必要をひしひしと感じています。２年後 第２０
回（２０周年）
を迎えます。子
ども達と一緒に
大きな感動を!! 
と願い、自信を
もって前に向か 
って歩んで行き
ます。 
 

光市人形劇協議会 

代表  兼清  昌子 

７ 
 光人形劇協議会 「光人形劇フェスティバル」（このゆびとーまれ）で親子の絆 

 シニア情報生活アドバイザーのスキルアップ講座
として、マイクロソフト社から講師を派遣していた
だき「Windows７セミナー」を６月１５日に地域
づくり支援センターで開催しました。講師は若い女
性で、明るく歯切れ良く、相手が私たち高齢者と知 
って、ていねいに、突然の質問にも親切に対応して
いただき、３時間をとても短く感じた講座でした 
 Windows７の気に入った機能を２つ紹介します。 
①ホームグループ；Ｍさんのパソコンにプリンター 
 を接続します。Ｍさん、Ｙさん、Ｆさんのパソコ 
 ンをインターネットに接続しホームグループとし 
 て設定すると、Ｆさんは印刷するとき、いとも簡 
 単にＭさんのパソコンを通して印刷できるのです 
②文書のプレビュー；フォルダのアイコンにプレビ 
 ューボタンがあり、文書を選んでこのボタンを押 
 すとプレビューができます。ファイル名だけで中 
 身がよく分からないとき便利です。 
★他にもパノラマ写真作成などWindows７でできる
機能が沢山あります。交流ひろばにお越しいただく
と、雑談の中から新しい情報を得ることができます
ので、皆さんのお越しをお待ちしています。 

住みよさ日本一おひろめ☆たい志周南交流会が７
月６日に周南総合庁舎で開催され、約２０の団体が
参加していました。 
①県からの報告とお願い 
 県内各地での交流会やフェスティバルの紹介や、 
 「おいでませ！山口国体」「おいでませ！山口大 
 会」の盛り上げ依頼がありました。 
②おひろめ☆たい志からの報告 
 各団体からの報告と意見交換がありました。 
 ＳＮＨからは、国体光市実行委員会のブログ立ち
上げを支援して開設できたことを紹介しましたが、
交流会の会場はインターネット環境が整っておらず
見ていただくことはできませんでした。 

西京銀行から、バド
ミントン強化選手の
紹介がありました。 
ボランティアとして
の活動も含め、山口
国体を盛り上げま
しょう。 

   ＮＰＯ法人虹のかけ橋     

           新規事業（漬け物）をプロジェクト体制で協働推進 

パソコンのスキルアップ講座を開催 「おひろめ☆たい志」周南交流会に参加 

      ２０１０年６月２７日開催 第１８回 
光人形劇フェスティバル（このゆびと～れ） 



張した場面もあったが、クモイイカリソウ（黄色） 

キジムシロ（黄色）、

ハクサンチドリ（紫

色）など多くの花が私

たちを迎えてくれた。 

 尾瀬ヶ原ではミズバ

ショウは終わり白いワ

タスゲの出番である。

尾瀬沼まで行くと一面

に黄色いニッコウキスゲが咲きみだれ一同感激。中

禅寺湖、華厳の滝、日光東照宮、吹割の滝、霧降高

原など多くの観光を含め全行程2,300ｋｍの長い旅

行であったが、山頂からのすばらしい眺め、きれい

な花との出会い各地の滝の観賞など充実した内容で

皆大満足。家に帰って、写真をスライドショーにま

とめてメンバーにプレゼント。 

健康でまた挑戦！！ 

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：不要 

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 

Point 1. 強調したい被写体が決まったら、画面から余計なものをカットする。 
Point 2. ３分割構図で作品を安定させる。 
Point 3. 全体を写すときは広角で、ピンポイントでねらいたい時は望遠を使う。 
撮りたいものが決まったら、余分なものはカットする 
 ここで撮りたいのは、逆光に輝く神社と湖の向こうの山々。空は、思い切って  
 カットして山の稜線を画面上ぎりぎりに撮つした。 
水平線は水平に、垂直線は垂直に 
 水平線や垂直線は傾かないように、傾いていると不安定な写真になる。 
遠くのものは望遠側で大きく撮る 
 撮影場所にこれ以上近づくことができず、鳥居が小さすぎるため望遠を使った。 

 構図と色で、特性を強調する 
  その場の雰囲気を活かす色を大切にする。露出 
  して絡み合った木の根の、不気味さを強調。 
 
 
 
 
 

トンネル構図で、露出は木立に合わせる 
 洞窟の入り口を中から見上げて撮影。洞窟の入り口はシルエットにして外の 
 木立に露出を合わせる。  

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介   

今年も一年に一度、日頃なかなか行けない遠く

の山へ行きたいと思い昨年と同じ山登りの仲間４

人で観光を兼ねた登山を計画した。 

日光白根山、至仏山、燧（ひうち）ヶ岳、（いず

れも日本百名山）と尾瀬、日光周辺の観光と少し

欲張りな内容となった。現地までのルート、宿の

予約、観光地の検討はもちろんインターネットで

色々周辺の情報を入手。時期は花の多い時なの

で、宿の予約は早い手配となる。 

出発の日が近づいて天気予報は各地大雨の予報・ 

・・・相談の結果、決行と決めた。 

 最初のアタックは白根山、曇り空の中、登山口

では小さなピンクのコマクサが私たちを出迎えて

くれた。山頂の眺めもすばらしくこの日の宿は尾

瀬戸倉温泉。温泉でゆっくり疲れをほぐし期待通

りのおいしい料理をいただき明日に備える。至仏

山では山頂付近は滑りやすい蛇紋岩の岩が多く緊 

今年も山と花との出会いを求めて！！     松永 晟 会員のシニアライフ 

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 

 ７ 


