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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

ＩＣＴ活用普及支援事業 

市民を対象に、光市情報学習推進協議会のメンバ 

ーとして、光市教育委員会文化・生涯学習課と協働

で、ICT 活用講座及びパソコン相談を実施していま

す。また、シニア

ネット光が活用して

いる交流ひろばを、

市民及び市民団体の

方に開放し、市民の

ICT利活用を支援し、

市民の利便性の向上

や市民団体の活動支

援に努めています。 

ＩＣＴ指導者養成支援事業 

ICT を道具として活用し、趣味を生かした仲間づ

くりや、地域貢献を広げ深めるための指導者であ

る、シニア情報生活アドバイザーを養成していま

す。また、県内のシニアネットの連携組織であるシ

ニアネットやまぐちの構成メンバーとして、県内の

資格者の養成を継続して実施しています。 

市民活動活性化支援事業 

 ひかり市民活動協議会の構成メンバーとして、市

民活動の活性化を図るための講座を企画していま

す。また、市民活動の活性化には、協力者へ情報を

公開し、活動の理解

と協力を得ることが

重要になってきま

す。シニアネット光

は、市民活動の活性

化をICT 利活用の促

進の視点で支援して

います。 

ＩＣＴを活用したまちの活性化支援事業 

 （財）やまぐち県民活動きらめき財団の協働事業

助成金の認可を得て、発達障害を持つこどもたちに

も理解しやすい漬け物のつけ方を、ビデオ映像を利 

用したマニュアルつくりに取り組みました。 

平成22 年度の県民活動促進キャンペーン事業の委

託を受け、ICT 活用による県民活動活性化に取り組

みました。県内で実施されるイベントを、Ustream 

を使ってインターネットで県内に広く情報発信を行

いました。特に11 月

28 日に周南総合庁舎

で開催された、周南地

域市民団体等交流会

「第５回しゅうなん元

気ものフェスタ」の様

子を、インターネット

を活用してライブ放映

しました。 

交流研修事業 

平成２２年度に会のホームページを大幅にリ

ニューアルしました。また、ブログも新たに開設

し、タイミングよい会の情報発信に努めています。  

この度日本財団から、情報開示レベルで最高の5 

つ星の評価をいただきました。今後も会の情報発信

に努め、理解と協力の輪を広げていきたいと思いま

す。 

会の趣旨に賛同され、こんな思いの方を歓迎！！ 
気軽に参加してください。 

 
電話（兼）FAX：050-1476ｰ1874 
メ ー ル   ：sn_hikari@ybb.ne.jp. 
会   費   ：月500円（年6,000円） 
入 会 金   ：丌要 

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。 

    平成２３年度年次総会を開催 

   １年間の活動総括と本年度の活動基本計画を策定    

◇仲間との交流と触れ合いで若い自分を発見したい 
◇自分の学んだこと、経験したことを役立てたい 
◇相談に乗ってくれる仲間が欲しい 
◇ネットワークの輪をもっと広げたい 
◇自分の思いを仲間と一緒にチャレンジしたい 

市民、行政、企業などへの理解を広げ、連携して活動を行うため、平成２２年度の活動の実施報告書を

山口県に提出し、会のホームページでも公開しました。 

シニアネット光は、ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）を活用

し、「まちの助っ人隊」として活動しています。ICT の利活用の普及支援、及びまちの活性化の支援を行

い、地域社会の発展に寄不することを目指し、活動に取り組んでいます。 



 生涯現役社会づくり地域座談会 IN周南が１００
名近い参加者の中、１月2９日（土）に周南市社会
福祉センターで開催されました。 
 生涯現役社会づくり学会は、高齢者・中高年の生
きがいや健康づくり、社会貢献活動などについて地
域に根ざした支援活動とその情報発信を行っていま
す。 
 今回の地域座談会は、交流・研修事業の一環とし
て「実践事例報告」と「グループ活動における課
題」についての意見交換が行われました。また、会
場には参加団体の活動状況やチラシが展示、紹介さ
れており盛会でした。 
 実践事例報告「突撃！隣の実践活動」では、学会
が活動を助成しているオパール事業（高齢者参加型
コミュニティ構築支援事業）の受託３団体の活動発
表がありました。どの団体も地域に密着し市民から
の共感を受けながら、積極的な活動を展開されてい
る様子がうかがえました。 

 「グループ活動における課題」の意見交換では、
参加者全員が１２グループに分かれ、表題に沿って
活発な意見交換が行われました。グループ討議の
後、グループ代表の纏め発表がありました。 
①魅力あるところに
人は集まる。楽しい
お出かけ場づくり。
②管理運営は自分た
ちでやる。楽しい企
画づくり。③自分の
出番が他の人の役に
立つことの楽しさを
知る。④行政や他人
に頼らず子どもと大人の交流の場をつくる。など多
くの意見が出されました。また、一方では、 
①活動資金の丌足 ②会員の高齢化（会員拡大） 
③活動拠点の確保などの悩みの訴えもありました。 

    地域ＳＮＳ“うべっちゃ”２周年記念大会に参加 

                松江、尾道などの各地域と情報交換 

   笑顔一番！ 元気な自分と地域をつくる 

            生涯現役社会づくり 地域座談会 ＩＮ周南 

     活動を伝えるコツ ～共感を得る情報発信～ 

                         活動をだれにどのようにして伝えれば良いか 

 ひかり市民活動協議会主催「活動を伝えるコツ～
共感を得る情報発信～」の講演会が、２月2日（水)
と３月８日（火）の
２回にかけ、光市地
域づくり支援セン
ターで開催されまし
た。講師は、防府市
在住のＮＰＯ法人市
民活動さぽーとねっ
と 於土井 豊昭代
表理事で、シニア
ネット光からも延べ１２名の会員が聴講しました。 
 市民活動を活性化するには、行政、企業、市民活
動団体の特徴を出し合い、制約される条件をお互い
が補い合い、自分たちの地域に何が必要かを協働で
課題を解決する仕組み作り、そしてそれを情報公
開、情報発信していくことが大事である。自分たち
（団体）は何者か（基本的な情報）何をしているの 

か（活動・事業情報）何にいくらお金を使っている
のか（財務情報）等々積極的に情報公開することに
より、市民の理解と共感を得ることができ、活動の
幅が広がり、飛躍できると説かれました。特に、Ｎ
ＰＯ法人に対しては情報開示が求められており「情
報公開」にしっかり取り組み「社会（市民）から信
頼される団体」に発展して行くことが期待されてい
ます。 
 情報発信はITの進化により、ホームページ、メー
ル、ツイッター、Ustream等々いろいろな方法、
手段があります。市民の共感を得る情報を最適な方
法を駆使しての情報公開・情報発信することによ
り、市民の信頼と期待は向上して次の活動に生かさ
れてきます。 
 シニアネット光もICTを道具として活用し、会の
情報公開、情報発信をこれまで以上に努め、市民の
共感を得ながら市民活動活性化に頑張ってまいりま
す。 

 ない方たちとお友達になれた」「ブログに反応し
てもらえる」「地域の情報がわかる」「自分から情
報発信ができる」「パソコンが使えるようになっ
た」など、とても喜んでおられました。 
 ７０代の
会長さんに
聞くと「世
代を超え、
男女を問わ
ず、いろん
な職種の方
と知り合い
になれた事
が嬉しい。
ただ、運営
費の調達が
とても難し
い」と言わ
れました。 

“うべっちゃ”は、宇部市を中心にして、インター
ネット上で社会的ネットワークを構築した地域ＳＮ
Ｓの団体です。地域ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）は、ネット上で会員の紹介
を受けて会員になれるという、周囲を安全に囲まれ
た中で、仲間同士でブログ、メッセージ（メー
ル）、コミュニティなどに参加し活動する仕組みで
す。うべっちゃ”の会員総数は約１２００人（増加
中）です。 
 会員の中には、同じ思いを持っている人たちが集
まってネット上でコミュニティを立ち上げ、日を決
めて実際に集まって活動されている方もあります。 
 ２周年記念大会には、第１部；研修会「必ず役立
つ、新しい、これからの使い方」では、松江と尾道
の各地域ＳＮＳからも情報提供があり、こちらには
約６０人、第２部；懇親会「絆を大切に活動の輪を
広げよう」に約９０人が参加し、出し物と会話も弾
み、最後は尾道てっぱん踊りを皆で踊るなど楽しい
時間でした。参加された方に「会員になって良かっ
たことは？」と尋ねたら「普段の生活では知り合え 



みなさん、光市(国体推進課)の「おいでませ！
山口国体光市実行委員会」のホームページの中に
「実行委員会ブログ」をご存じですか？このブロ
グの開設にあたっては、シニアネット光と協働で
作成したものです。 

シニアネット光が昨年２月に行った国体の市民
ボランティア（広報ボランティア）に応募され、
インターネットを使った山口国体のＰＲ方法を一
緒に考えたのが始まりです。 

予算のない中で既存の市のホームページとの住
み分けをし、何ができるかを考え、無料でできる
ブログを開設しようということになりました。 

インターネットのしくみやブログのイロハもわ
からず四苦八苦していましたが、ブログ開設方法
の講習会や作成の支援を受け、何とか開設までた
どり着くことができました。 

「旬な話題や出来事を堅苦しく考えないで気軽
に載せていけばいい」とのアドバイスをいただき
何とか軌道に乗せることができつつあります。 

１０月１日からの国体開催まで、残された期間 

国体を尐しでも身近に感じていただき多くの方
に観にきていただ
けるよう、できる
だけ多くの話題を
取り上げ載せてま
いりたいと思いま
す。 

みなさん、国体
開催まで国体ブロ
グに是非お付き合
い頂き、そして、国体会場でみなさんの元気な笑
顔にお会いできる日を楽しみにしております。 

おいでませ！山口国体へ！！ 
第６６回国民体育大会 
おいでませ！ 山口国体光市実行委員会 
             ブログ担当 川部洋二 

＜市（国体推進課）ＨＰ＞ 
http//www.cityhikari.lg.jp/kokutai/index.html 

＜実行委員会ブログ＞ 
http：//blog.canpan.info/kokutaihikari/ 

光市情報学習推進協議会のパソコン学習計画 

   初心者の多くの参加をお待ちしています。    

「光市情報学習推進協議会」は光市との協働事業として、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。パソコン初心の方々の多くの参加をお待ちしています。  

 「シニアネット光」は、協議会への市内エントリー者の一員として学習会の企画、講師、サポーター等

に参画しています。  詳しくは毎月の光市広報１０日号にも載っています。 

パソコン学習会（２日コ―ス） パソコン学習会（１日コ―ス） 

〇受講料（含む資料代） 
     ・２日コース：１，２００円    
     ・１日コース：  ６００円 
〇対 象 市内に居住または勤務のパソコン初心者 
〇会 場 光市生涯学習センター学習室 
     （光井公民館内） 
〇定 員 各講座とも６名（最大１２名） 
〇申込方法 
 希望講座名、月日、住所、氏名、性別、年齢、電話番号を  
 ご記入の上、電話、ハガキ、FAX、または電子メールで申 
 し込みください。（先着順） 

  

〒743-0011光市光井４丁目28番1号  

 光井生涯学習センター（光井公民館内） 

TEL（0833）72-3447 FAX（0833）72-3578 

E-mail:manabing@edu.city.hikari.lg.jp  

開  催  日 講 座 内 容 

 ４月２０日（水）・２１日（木） はじめてのパソコン 

 ５月１８日（水）・１９日（木） はじめてのパソコン 

 ６月１５日（水）・１６日（木） はじめてのパソコン 

 ７月２０日（水）・２１日（木） はじめてのパソコン 

 ９月２１日（水）・２２日（木） はじめてのパソコン 

１０月１９日（水）・２０日（木） はじめてのパソコン 

１１月１６日（水）・１７日（木） はじめてのパソコン 

 １月１８日（水）・１９日（木） はじめてのパソコン 

 ２月１５日（水）・１６日（木） はじめてのパソコン 

 ３月２１日（水）・２２日（木） はじめてのパソコン 

開 催 日 講 座 内 容 

 ４月１３日（水） 回覧板作成 

 ４月２７日（水） 会計簿作成 

 ５月１１日（水） はじめてのエクセル 

 ５月２５日（水） はじめての電子メール 

 ６月 ８日（水） 簡単な案内状つくり 

 ６月２２日（水） 暑中ハガキの作成 

 ７月１３日（水） アルバムつくり 

 ７月２７日（水） 簡単な案内状つくり 

 ９月１４日（水） はじめてのエクセル 

 ９月２８日（水） はじめての電子メール 

１０月１２日（水） チラシつくり 

１０月２６日（水） 年賀状つくり 

１１月 ９日（水） 年賀状つくり 

１１月２４日（木） 年賀状つくり 

１２月１４日（水） はじめての電子メール 

 １月１１日（水） チラシつくり 

 １月２５日（水） 簡単な案内状つくり 

 ２月 ８日（水） アルバムつくり 

 ２月２２日（水） 回覧板作成 

 ３月１４日（水） 会計簿作成 

 ３月２８日（水） チラシつくり 

   「おいでませ！山口国体」 

       １０月１日の国体開催まで残りわずか ～国体ブログで身近に多くの話題を～ 



が増えていくといいな。という思いから「アリスの

会」を立ち上げました。 

 「ルピナスさん」という絵本の主人公がアリスと 

いう名前で、図書館司書をしていました。アリスは 

世の中を美しくするために自分に出来ること、と考 

えてルピナスの花の種を町中に蒔いて歩いたので

す。 

 私たちは、

色々な活動を通

して、本好きで

好奇心 

いっぱいの子ど

もを育てるため

の種まきをして

いる人たちとの

情報交換の場を

提供します。 

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 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介      庸
いさお

のひとり言   新会員 澤村 庸 

活字離れが嘆かれているご時勢に子どもと本を

結ぶ活動をしている人たちが要ることを存知で

しょうか？ 

光市には １２の小学校と６つの中学校があり

ます。（山口大学附属の小中学校を含む） 

市立の学校には、図書指導員という職員がいて

図書室の整備をしていま

す。その他学校で子ども

たちに絵本の読み聞かせ

をしているボランティア

さんがたくさんいらっ

しゃいます。県内でも光

市は図書ボランティアグ

ループが多いところで

す。それぞれのグループ

の交流ができて、協力し

合えたらいいな。学校図

書館に関心のある人たち 

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 

 新入会員の澤村 庸（いさお）と申します。自

己紹介を兼ねて駄文を・・・・・・ 

じっと一箇所にとまっていることが嫌いでいつ

もごそごそ、下手な多趣味の人間です。菊作りを

尐々と十坪ばかりの家庭菜園、それに、釣り、囲

碁、細工物（木・竹）、パソコン etc・・・・ 

一日一万歩の行動目標もまたしかり。一万歩を

全てウオーキングでとなると大変ですが、そんな

時のコースが五坊山登山です。 

昔、この山に行者がたむろ

する山房が五つあったことが

ら、五坊山と呼ばれるように

なったと言われています。五

坊山にまつわる昔話に「仁王

さん」や「金山彦」などがあ 

り、空想しながら登るのも結構楽しいし、八合目

付近の「仁王さんの足跡」（写真）に立ち寄るこ

ともあります。また、途中通信各社のアンテナ

や、頂上の各テレビ局アンテナ群を目標に歩いた

りもする。(広く浅く見るのも、昔話や歴史も趣

味) 

ところで、この五坊山は、島田方面から見る

と、鶴が羽を広げたような美しい山なので「鶴羽

山」とも呼ばれています。 

一つの山が、見る場所によって名前が違うのも

面白いと思います。《地図には鶴羽山となってお

り、今ではテレビ各局のアンテナが立っている山

を五坊山、光消防組合の災害無線のアンテナが

立っている山（二六一米）を鶴羽山と使い分けて

いるようです。》 

９ アリスの会 「知っるちょる？ 学校図書館」  

仁王さんの足 

本好きな子どもを育てる手伝いをします。 

自分で考える子どもを育てる手伝いをします。 

調べる子どもを育てる手伝いをします。 

図書ボランティア 図書ボランティア お話ひろば 昼休みのおはなし会 


