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 平成26年度情報通信白書によると、60代のシ

ニアで、インターネットの普及率が72％と、イ

ンターネットの活用が広がってきました。また、

インターネットを活用する端末である、スマホや

タブレットも普及してきました。 

 今回、総務省主催で、概ね65歳以上のシニア

を対象に、タブレットを社会参画を促進するツー

ルとして実証確認を行う事業が、全国11自治体

で開催されました。シニアネット光は、中国地方

で、唯一の実施自治体である光市と連携し、事務

局である一般財団法人ニューメディア開発協会の

支援を得て、講座の講師及び講座運営を担当しま

した。 

 昨年の10月から3ヵ月の間、1コース4日間、

計12時間の講座を、1コース15名で計6コース、

合計90名の方が受講されました。光市では、シ

ニアを対象に、タブレット講座を幅広く受講して

もらうため、地域づくり、生涯学習、福祉関連施 

設の3つの会場で実施されました。 

 また、防災への理解を深めてもらうため、光市

の専門家の方に出

前講座をお願いし

ました。 

 講座では、机の

配置をグループ分

けし、交流を深め

てもらうよう工夫

しました。 

 講座の最後に、

ワークショップ方

式の交流の場を設

けました。受講さ

れた方々から、生

活に便利な道具と

しての活用につい

て多くの提案がありました。 

 今回の事業から、テキストの内容を含めた講座

の進め方について、シニアの方々の目的に沿った

ものに、もっと工夫していくこと、無線環境を

もっと整備していく必要があるなどの課題も見え

てきました。今後の講座へ工夫改善していきたい

と思います。 

 講座終了後、全国の各自治体の受講者代表が、

東京に一堂に会し

て、タブレットの

これからの活用に

関して、成果報告

を行いました。 

 光市の代表とし

て、伊保木地区の

活動を紹介してい

ただきましたが、

とても素晴らしい

発表内容でした。 

 総 務 省「ICT シ

ニアコミュニティ

形成促進プロジェ

クト」実証事業の

実施報告書と手引

書が、下記総務省

ホームページで公開されました。 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ 

01ryutsu05_02000066.html 

 公開された実施報告書は、講座の実施内容及び

成果報告会の内容など、事業の実施内容をまとめ

たものです。また、今後、各自治体で実施が予想

される、シニア対象のタブレット講座開催への参

考のための、手引書も併せて公開されました。 

 今回の実証事業の経験を生かして、タブレット

やスマホをもっと広く知っていただくための体験

セミナーを今後も開

催していきたいと思

います。 

 また、社会参加を

テーマに、タブレッ

トの活用講座を開催

し、身近で便利な道

具であるタブレット

を多くの人に使って

いただくための講座

を開催していきたい

と思います。  



平成27年度光市市民公益活動促進事業の認可 

シニア情報生活アドバイザー(SILA)資格更新セミナーを開催  

 平成26年度の事業として「市民の手で市民の元

気を発信しよう」という内容で認可され、「みんな

で光市の元気発信」という名称のFacebookペー

ジを作りました。平成27年度もこの事業を発展継

続することで認可を受けることができました。 

「みんなで光市の元気発信」のページは、この名

称で検索するか、 

https://www.facebook.com/genkihassin/ と 

入力してご覧くだ

さい。 

Facebookページ

は、ページそのも

のを応援して「い

いね」をつけてく

ださった方の数や

記事を読んでいた

だいた方の数、記

事に「いいね」を

つけてくださった方の数などをすぐにチェックす

ることができて、とても便利です。 

 スタートして約１年。ページに「いいね」をつ

けてくださった方の数は 170人になりました。

内容は、閲覧していただくと分かりますが、各グ

ループのイベント案内や活動の様子を載せていま

す。また、各グループが自らFacebookページを

開設していただくお手伝いもしています。 

 シニアネット光は、当面応援したいグループと

して「伊保木の里」や「福寿草の会光」を考えて

おり、増えることを期待しています。 

 「伊保木の里」は伊保木公民館を軸にして、椿

まつりや光市コミュニティ交通事業など、地域を

盛り上げるための活動をされています。 

 「福寿草の会光」は、認知症の家族を支える会

です。市内各所で徘徊者への対応模擬訓練や、毎

月１回「おれんじカフェ『えがお』」を開催されて

います。 

 昨年、ロータリー

クラブ光から iPad

５台の寄贈を受け、

会の活動や認知症の

予防に活用されてい

ます。 

 平成27年度シニア情報生活アドバイザー資格更

新講座をシニアネットやまぐちが主催し、5月20

日に光市地域づく

り支援センターで

開催しました。 

 SILAの資格は3

年毎に更新が必要

で、更新講座を開

催して各人のレベ

ルアップを図って

います。今回は更

新される方が8名

（県内6名に島根

県浜田市の2名）

の他、有資格者4

名が参加して開催

しました。 

およその内容は、 

① ニューメディア開発協会から提供されたテキ 

  ストについて 

 ・面白い、役だったと思う内容の紹介 

 ・不明な点について質疑応答 

 ・Windows 10 について 

② 養成講座実施団体の活動 

 ・総務省のタブレット講座等の活動実績を説明 

③ iPad体験セミナーについて 

 ・光市、岩国市、周南市、宇部市でのセミナー 

  開催実績を説明 

④ FacebookやFacebookページの活用について 

  解説と説明 

 その他、Windows 10などの新しい情報や、ア

ドバイザーとして必要なセキュリティ対策などの

勉強や、意見交換などで大変盛り上がりました。 

 その中で、「高齢者はインターネットは怖いので

近寄らないという方が多い」、とのご意見がありま

した。高齢者でなくてもこのような方が多いのが

現状で、インターネット活用に理解を深めていた

だくことが大きな課題です。後日、OSなどのアッ

プデートやセキュリティ対策、フリーソフトのダ

ウンロード方法など、安全にインターネットを活

用するための資料を提供しました。 



シニアネットフォーラム21 in 東京2015   
 平成27年3月12日、主催一般財団法人ニュー

メディア開発協会、後援日本マイクロソフト株式

会社により、「シニアネットフォーラム21 in 東

京2015 」が開催されました。 

 岡部武尚理事長の主催者挨拶、経済産業省情報

プロジェクト室長和田恭氏より来賓者挨拶の後、

2つの基調講演がありました。 

 はじめに、立教セカンドステー

ジ大学教員坪野屋雅之氏より「学

び直し・再チャレンジ・異世代共

学～社会交流・社会貢献活動の実

績」と題した講演でした。 

 立教セカンドステージ大学は、

入試に「人生の振り返り」と題す

る論文作成の課題があり、ボラン

ティア活動やこれからの生き方などの志望理由の

提出が求めらます。また、教員の面接では、何を

学びたいか、学んだことをどのように生かしたい

かなどを答えなければなりません。 

 学費30万円、本科は10万円の登録料が必要で

すが、2008年より毎年約100名の方が受講され

ています。受講資格は50歳以上で、男女比は

半々、経歴は多種多様です。  

 修了生のアンケートには、家族サービス、趣

味・学習や地域活動に取り組みたいとの回答比率

が高いとのことです。修了後には社会貢献活動と

して子育て支援や、福島復興支援などNPO法人化

し継続的に活動されている例が紹介されました。 

 グループ参加のマナーとして、「明るい挨拶・

柔和な笑顔・感謝・思いやり」、「能動的に参加し

労をいとわない」、「自己主張を控えめにし聞き上

手に」、「他者を尊敬しほめる」、

など反省すべきことがたくさんあ

りとても参考になりました。 

 次に、日本マイクロソフト株式

会社 業務執行役員・最高技術責

任者の加治佐俊一氏より、現在マ

イクロソフト社が取り組んでいる

夢のような技術についての解説が

ありました。 

 次期Windows 10からは、全面的な変更による

OSのバージョンアップではなく、アップデート

により、継続的に無償でサポートするとのことで

した。その他開発中の近未来の技術や、オンライ

ン同時翻訳技術（Skype Translator）などの紹

介がありました。 

 従来は競合相手であった、IBMやSAPなどと

パートナーシップを持って開発していくとのこと

です。CEOが変わって開発方針の大幅な変更があ

り、今後どのようになるのかとても楽しみです。  

各地でiPad体験講座開催「便利な道具で交流の輪を広げよう！」 

 ★1月18日（日）光市の伊保木公民館でiPadの

体験講座を開催しました。地域の活性化に積極的

に取り組んでいるグループで、8名が参加され

「初めは不安もあったが講座を受けて色々興味が

広がった」との回答もありました。iPadの用途を

理解され今後の活動に生かして、より活発な活躍

を願っています。 

 ★2月20日（金）周南市老人クラブ連合会・輝

きクラブ周南の輝き周南大学「iPadサークル」で

昨年から取り組んで

いたiPad講座の第4

回目（最終回）を開

催しました。前回ま

では iPadで何がで

きるのか、どんなに

便利なものなのか体

験してもらい、今回

はそのおさらいと、今後どのようにiPadの活用の

場を広げていくのかを話し合っていただきまし

た。いずれもiPadの操作ができるようになるのが

最終目標ではなく、この便利な道具を使って更な

る活動の輪が広がる事が期待されます。 

 ★下松市内に花岡『男の料理教室』と言うグ

ループがあり会員数は29名、先生は女性講師で

す。シニアネット光の会員で男の料理教室のメン

バーでもあるM氏のきもいりで、3月11日（水）

iPadの体験講座を開催しました。この度の講座に

参加されたのは8名、いずれも現役時代にはPCを

利用していた人達です。iPadの機能の基礎を紹介

し、色々触ってもらって扱いやすさを実感しても

らいました。 

 料理の味は、直接その場に参加して賞味しない

と 伝 わ り ま せ ん。グ ル ー プ の 活 動 状 況 は、

Facebookなどで発信すれば、同じ趣味を持つ人

たちから色々と情報が入ってきたり、グループの

活動に『いいね！』マークで反応もあります。 

もちろんPCでレシピの検索など

もできますが、タブレットの

「いつでも何処でもすぐに使え

る」という最大の特徴を生かし

て交流の輪を広げ、会員増加な

どにも活用できたらと思いま

す。 

 ★6月13日下松市の国際ソロプチミスト下松か

らの依頼で体験講座を開催し、10名の方が参加

されました。ほとんどの方がスマホは使っている

と云うことでしたが、インターネットの仕組みを

説明し、iPadのゲームを通してタブレットの楽し

さを体験してもらいました。新しい機能の発見も

あり理解が深まったようです。 



「Facebookを有効に活用する10のポイント」セミナー開催  

6月20日（土）午前9:30より、光市地域づく

り支援センター視聴覚室にて、株式会社ステラリ

ンク代表取締役 石川博之

さんを講師にお迎えし、

平成27年度「元気なまち

協 働 事 業」と し て セ ミ

ナーを開催しました。こ

のセミナーは情報発信に

関心のある方を対象に開

催したもので、インター

ネットの年代別による利

用状況や、端末の種類に

よる情報収集の現状につ

いて、具体的なデータに基づいての解説から始ま

りました。 

イベントなどの詳細や主催団体を知るために

は、知人や友人からの口コミが一番であり、その

補完としてインターネットの情報が多くの方に利

用されています。会誌や会報などを発行していて

も、口コミなどで興味を持ってもらった人にまで

配布することは到底困難です。その解決策とし

て、インターネットでの情報発信は必須要件であ

り、検索してもヒットしなければ存在していない

のも同然です。少なくとも、検索して容易にたど

り着ける場所に、最新情報や詳細情報が公開され

ていることが必要です。 

インターネットの情報発信には、ホームペー

ジ、ブログやSNS（FacebookやTwitterなど）

の方法がありますが、ホームページは作成のハー

ドルが高く情報の更新が面倒、ブログは作成が簡

単で更新は楽ですが、利用サービスによっては制

限があります。またどちらも拡散効果が低い問題

があります。それに対してSNSは、作成が容易で

拡散効果が高く双方向性があり、公開ページが作

成できるなどの特徴があります。 

いま、Facebookがオススメ！「Facebookを

有効に活用するための10のポイント」として、 

① Facebookの特徴とメリット 

② アカウントの取得 

③ 友達申請 

④ 個人としての情報発信 

⑤ メッセンジャー 

⑥ Facebookグループ 

⑦ Facebookページ 

⑧ ホームページやブログとの連動 

⑨ 利用のこころえ～安全に利用するために～ 

⑩ 効果的な情報発信を行うためのノウハウ 

について、優しく丁寧に解説して頂きました。 

 セミナー終了後ワークショップを行い、日頃の

疑問やネット利用への不安などに対し、専門家か

らの直接回答で、少しは問題が解消し満足して頂

けたものと思

います。今後

各団体で積極

的な情報発信

をして頂ける

ことを願って

います。 

『編集後記』 

 梅雨の大雨で各地で被害

が発生しています。日本人

は直ぐに忘れてしまう特性

があるようですが、身近な

昨年の岩国や広島の大水害

の教訓を生かして、対策を

行うことが大切です。 

 さて、会誌第26号の発行

が少々遅くなってしまいま

したが、夏号として本日発

行しました。ネットだけで

なく、紙媒体の情報発信も

必要で、長く続けることが

肝要かと思います。 （ヤ） 

 従来、木曜日は生涯学習センター（光井公民館

内）で行っておりましたが、生涯学習センターが

光市島田4丁目の光市地域づくり支援センターへ

移転したことに伴い、相談会場も本年4月より上

記の1階ロビーに変更になりました。 

 予約は不要で、時間は13:30～15:30と変更あ

りません。月曜日は、従来通りシニアネット光

「交流ひろば」で開催しております。 

 どうぞお気軽に、たくさんの方のお越しをお待

ちしています。左下の地図をご参照ください。 

木曜日のパソコン相談会場が変更になりました！  


