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 シニアネットフォーラム21 in 東京 2016が、

3月11日に東京都星稜会館で開催され、シニア

ネット光からも参加しました。 

 シニアネットフォーラムでは、全国各地に約

200団体あるシニアネットのメンバー、および行

政、企業からの参加も得て、ICTに関する研修が

行われています。 

 経産省商務情報ヘルスケア産業課課長補佐梶川

文博氏による特別講演がありました。「生涯現役

社会の構築に向けて、超高齢化社会への対応」の

演題で、ICTの活用が今後の高齢社会の鍵を握っ

ていることの紹介がありました。 

 特別講演に続き、「平成26

年度総務省過疎化対策事業」

をベースとした過疎地におけ

るタブレット講習、スマホ・

タブレットによる認知症予防

講座の可能性など、タブレッ

トの活用に関する事例発表が

行われました。 

 行政や企業でのタブレット活用が進んできてお

り、その活動を支援するための体制づくりのた

め、一般財団法人ニューメディア開発協会が、今

年度中に、新たにタブレット資格制度を開設する

旨の紹介がありました。 

 シニアネット光では、これまで県内各地で行っ

てきた講座の体験を生かして、テキスト作成を支

援するとともに、タブレット資格制度の普及に努

めたいと思います。 

 地域が疎遠になっているコミュニティに於い

て、いろんな志縁をつなぐための ICT活用が、こ

れから大事になってきています。シニアネット光

では、「利用者が主体の」、自

分で気づき、楽しかった、次

に繋げたい、参加したいと

思ってもらえる、ICT活用を

学ぶ場と、気軽に相談できる

場 を 提 供 し、ス マ ホ・タ ブ

レットの活用を今後も支援し

ていきたいと思います。  

シニア情報生活アドバイザー更新セミナーを開催  

 シニアネット光は、シニアネットやまぐちの一

員として、シニア情報生活アドバイザーの養成講

座、および更新セミナーを運営しています。 

 シニア情報生活アドバイザーは、一般財団法人

ニューメディア開発協会が認定する、シニア(概ね

50歳以上)の初心者に対して、ICTを活用して、

趣味を広げたリ、社会参加を支援するアドバイ

ザーです。養成講座では次のような知識・能力を

伸ばすことを目的としています。 

・「技術力」…パソコンやネットワークに関する 

 基本的な知識と技能 

・「支援能力」…シニアをシニアの目線で支援の 

 ための基本的な知識と技能 

・「活用能力」…自分の趣味や関心を活かした楽 

 しい情報生活を創造する能力 

 シニアネットやまぐちでは、平成16年に一般

財団法人ニューメディア開発協会から、資格養成

講座実施団体として認定されて以来、県内でこれ

までに６４名の資格者を養成してきました。 

また、県内各地のメンバーで、ネットワークを作

り交流や情報交換を行っています。 

 ICTの動向へ対応するため、3年毎の資格更新講

座を実施し、資格者としてのレベルアップを図っ

ています。平成28年度として、5月に6名の方を

対象に資格更新セミナーを実施しました。更新セ

ミナーには、県内の資格者10名も参加し、日頃

の活動について交流を行いました。  

 スマホ・タブレットが普及し、行政や企業での

活用も広がってきました。一般財団法人ニューメ

ディア開発協会では、今年度中には、タブレット

の資格制度を新たに発足する予定になっていま

す。シニアネットやまぐちとしても、シニアに使

いやすいタブレッ

トの活用を広げる

ため、タブレット

の資格者の養成を

行っていきたいと

思います。 



元気なまち協働事業の振り返り 

スマホ・タブレット活用のご案内 

 シニアネット光では、平成26、27年度の2年

間、光市の認可を得て、元気なまち協働事業に取

り組みました。事業へ取り組む前はFacebook登

録者も少なく、Facebookページの活用も限られ

た団体が利用している状況でした。しかし、この

2年間で、情報発信へFacebookページへの理解

と活用が広がってきました。 

 佐賀県武雄市の職員による広報活動の紹介や専

門家によるFacebookページ

の有効活用について講座を

開催しました。 

 会としても専用Facebook

ページを開設し、光市の市

民団体活動の元気な活動を

発信しました。市民活動団

体の8団体のFacebookペー

ジの開設をお手伝いし、コミュニティ活動の

Facebookページの活用を支援しました。 

 また、認知症予防への ICT活用についての支援

も行いました。いろんな団体と連携できたこと

で、情報発信の有効な活用や、ICT活用の分野を

広げることもできました。 

 団体活動では情報発信が鍵を握っています。事

業に取り組むことで、Facebookページでの情報

発信の有効活用についていろいろ学びました。 

団体にとって、活動を応援していただく方へ、活

動を理解してもらうための情報発信は重要なテー

マです。インターネットが普及し、インターネッ

トを活用する端末も、パソコンをはじめとしてス

マホ・タブレットなどが、有効なツールになって

います。Facebookページは、簡単に、タイミン

グ良く、情報発信できるツールであり、双方向の

やり取りや、リンクやシェアで情報が拡散してい

きます。また、ブログやホーム

ページとリンクした情報発信を行

うことで、より理解を深めること

ができます。 

 紙媒体との連携や、Facebook

ページで発信したものを紙媒体で

発信する相互利用も有効です。コ

ミュニティの発信では、外部の居

住者からの反応なども、地元の方への応援になっ

ています。しかし、SNSの活用にはその特徴を

知って利用することも大事です。 

 今やICTを活用することで、外部から地元を応

援してもらえる時代になりました。しかし、最新

の情報は人が持っています。信頼できる人からの

口コミが鍵を握っています。そのための交流を促

進していく有効な情報発信を、今後も支援してい

きたいと思います。 

 グラフを見て分かるように、スマホやタブレッ

トは普及率がどんどん上昇しています。 

 自治会長として回覧板や会計報告書を作るとき

はパソコンを使うと便利ですが、ちょっとした調

べ物や友達との連絡、お出かけでの写真撮影など

には持ち歩きができるので、スマホやタブレット

はとても役に立つ道具です。 

 シニアネット光は、市民の皆様にタブレットの

便利さを体験していただき、やがては自分で所持

して便利に使いこなして、友達を増やし、豊かな

生活を送っていただくことを期待しています。 

 iPadを12台準備し、これまで光市内はもとよ

り、岩国、柳井、下松、周南、防府、山口などで

体験講座を開催し、「こんなに簡単なのか」「機能

の玉手箱だ」などの感想をお聞きしました。 

 シニアネット光では、体験講座の他に、更に便

利に使っていただくためのステップアップ講座も

準備しています。 

 カメラ、情報や地図の検索、カラオケ、認知症

予防のゲームほか、

たくさんの便利なア

プリがあります。一

例として、高齢者見

守りのアプリに、家

族のメールアドレス

だけ設定しておけば、

「元気がある」「元気

がない」「助けはいら

ない」｢助けが必要｣

などのボタンと、「送

信」ボタンをタップ

するだけで安否確認

ができるものもあります。 

 持っているけれども使い方が分からない方、ス

マホを持っているが電話と写真撮影とメールくら

いしか使っていないという方など、どうぞ気軽に

声をかけてください。パソコンやスマホ・タブ

レットの相談会もやっていますので、ぜひご利用

ください。 

スマホ・タブレットパソコンの普及率 
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いきいきサロンでiPad出前講座を開催 
  5月23日に、岩国市のふれあいサロンにて

iPad出前講座を開催しました。会の役員の方か

ら、「会の活動の様子を写真に収めているが、会

員に見てもらう機会がないので残念だ」、とのお

話をいただいたことが、今回の講座開催へとつな

がりました。 

 講座のタイトルを「写真で見る会のあゆみ」と

し、会発足当初からの歴史を振り返ることとしま

した。事前準備として、会の写真をタブレットの

カメラ機能を利用し、画像として取り込みまし

た。当日準備したものはiPad 1台、そして投影機

器のみです。事前準備、そして当日の準備物も負

担が少なく、個別指導をする必

要がないため、参加人数にかか

わらず、講師とサポーター1名

の人員での開催が可能であると

いう点は、大きなメリットであ

ると感じました。 

 講座は、画像をスクリーンに

大きく映し出し、「いつの写真で

し ょ う か？」、「ど こ で し ょ う

か？」など、会場の雰囲気、反

応を見ながら講師が、簡単な問

いかけをしていきます。画像へ

の関心が大きければ、投影時間

を長くする、また逆に関心が薄い時には、短時間

で切り上げ、次に進めていくなど、臨機応変に対

応して進めていきます。 

 皆さん、スクリーンに集中し、会場が一体と

なっている様子が感じ取れました。投げかけに応

えてくれる方あり、また、隣同士で談笑する方あ

り、笑い溢れる楽しい時間が流れていきました。

古い写真を大きく引き伸ばして投影するため、画

像の荒さは否めません。けれども、知っている

方、ご自分が映っているもの、興味があるものに

ついては、鮮明でなくても十分に認識することが

できます。また、想像を膨らませる楽しみを持つ

ことができることが、見て取れ

たことも大きな収穫でした。 

 従来の「教える講座」から、

「参加者を主体とする参加型」

にすることができました。 

 参加者が微笑み、うなずき、

わくわくする、参加者が主役の

楽しい場を提供することで、脳

力アップと認知症予防のため

に、今後も各地のいきいきサロ

ンのご要望に応じて、iPad出前

講座を開催していきたいと思い

ます。  

セキュリティ対策とインターネット安心活用  

 現在において、インターネットは生活になくて

はならないものになっていますが、その環境は

年々危険が増しており、安心して活用するために

はセキュリティ対策は必須となっています。 

 私たち利用者が先ず一番にやらなければいけな

いことは、セキュリティソフトのインストールと

アップデートです。セキュリティソフトは、マイ

クロソフト社から無料のものが提供されています

が、その機能は最低限のものしかありません。常

時監視の「リアルタイム保護」とファイルの「ス

キャン保護」機能のみで、危険なサイトのブロッ

クや迷惑メールの監視機能などはありません！ 

また、パターンファイルといわれるウィルスの特

徴を表すデータのアップデートは、有料のものは

1日に数回もありますが、マイクロソフト社のも

のは、週に1回程度でとても安心できません。 

 有料で高いものでも年間3,400円程度で、1ヶ

月あたりにするとわずかな金額です。この金額で

安全と安心が買えるわけですので、有料のものを

使用されることを強くお勧めします。 

 同様に、Windowsアップデートも必須です。

毎月第2水曜日の午前0時に定期アップデートが

あり、その他にも不定期のアップデートがありま

す。定期アップデートはダウンロードとインス

トールを行い、再起動して再構成をしなければい

けません。このためパソコンの利用頻度が低い

と、アップデートのためにパフォーマンスが低下

し、更に使用を避ける悪循環に陥ってしまいま

す。パフォーマンスの低下を避けるためには、手

動でアップデートを行うのも1つの方法です。 

 その他にも、OfficeのアップデートやJAVA、

Adobe Readerのアップデートも必ず行いましょ

う。この時、不要なツールが一緒にインストール

されることがあります。アップデートの承認画面

をよくご覧になり、不要なソフトのインストール

にチェックマークが付いていないか確認しましょ

う。チェックがあれば外しましょう。 

 安全に利用するためには、インターネットの検

索時に、画面をよく見ないで漫然とクリックしな

いようにしましょう。何気なく画面をクリックし

たことで、パソコンのデータが暗号化され、元に

戻すための「身代金」を要求されることがあり、

昨年同期比で8倍以上に急増しています。表示さ

れている文章をうかつに信じてはいけません。 

Microsoft社の認証をかたったものもあります。 

 また、フリーソフト特に映像処理関係のソフト

には、必ずといっていいほどスパイウェアなどが

余分に付いてきます。安全な「窓の杜」や「ベク

ター」以外からは、フリーソフトはダウンロード

しないようにしましょう。 



「パソコン相談会」へお越しください 

 シニアネット光は、毎週月曜日と木曜日の13時

30分から、地域づくり支援センターで「パソコン

相談会」を実施しています。予約は不要ですの

で、当日直接会場へお気軽にお越しください。 

 相談には、シニア情報生活アドバイザーの資格

を持った会員が対応しています。昨年は380名、

今年は6月までに200名の方が参加され、次のよ

うな相談や感想を頂いています。 

★『相談事例』 

 ①新しくパソコンやプリンターを買ったけれど

も設定が分からない。②自治会の役員になったの

で、会計報告、回覧や総会資料の作り方を教えて

ほしい。③メールの受信はできるが送信ができな

い。など 

★『参加された方の感想』 

 ①はじめてパソコンを入手し独りで悩んでいた 

が、仲間に出会えて気楽に相談でき、パソコンを

使うのが楽しくなった。②市のホームページや

Facebookページで、いろんな情報が発信されて

いることが分かった。これからも活用していきた

い。など 

★次のような方は、是非相談にお越しください！ 

 どんなパソコンを買ったらよいか知りたい。ス

マホ・タブレットかパソコンか、どちらにしたら

よいのか購入に困っている。ケータイかスマホか

タブレットか購入に困っている。自治会の役員と

してパソコンの活用について知りたい。光市情報

学習推進協議会主催の講座のおさらいをしたい。 

★また今後、パソコン相談会でテキストに沿った 

 継続的な講座にも対応していく予定です。 

 

『編集後記』 

 元気なまち協働事業で、

いろんな団体と連携でき、

ICTの活用分野を広げるこ

とができました。今後も、

市民の ICT利用を活性化す

るための支援をしていきた

いと思います。今回、「いき

いきサロンiPad出前講座」

を開催し、参加された方が

主体の楽しい講座を開催す

ることができました。今後

もご要望に応じて iPadを活

用した出前講座を開催して

いきたいと思います。 (フ) 

 山口県のシニアカレッジ受講後、介護施設を慰

問する長寿社会推進委員11名のグループ「笑団シ

ニア」の方とシニアネット光にパソコンを習いに

行ったのがきっかけで、シニアネット光のメン

バーになりました。仲間との交流でパソコン、

iPadについていろんなことを学びました。 

 平成25年にはシニア情報生活アドバイザーの資

格も取得することができ、学ぶ立場からアドバイ

スする立場になり、共に多くの事を学ばせて頂い

ています。特に総務省の事業でタブレットを活用

して社会参加を促進する講座では、iPadを教える

立場で更に多くの事を学ばせて頂きました。 

 当時iPadは活用していましたが、スマホは未だ 

でした。更に生活を便利にする為にと、平成26年

11月にケータイからスマホに切り替え、今では何

れも欠かす事が出来ない道具になりました。特に

旅行時の検索・美味しい料理作り・フェイスブッ

ク・写真・ほか、

多方面で役立って

います。 

 皆様も是非お気

軽にシニアネット

光の相談会におい

で下さい。楽しい

出会いをお待ちし

ています。  
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