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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

 ★広報ボランティア活動 

おいでませ！山口国体光市実行委員会のブログ作成

のお手伝い   

光市実行委員会事務局では、国体に関する最新情報

を発信するためにブログを開設することになり、シニ

アネット光は、２０１０年７月５日（月）にブログ開

設のお手伝いをしました。実行委員会からブログを活

用して、国体の競技紹介や市民参加のボランティアの

様子が発信されています。 

おいでませ！山口国体光市実行委員会から呼びかけ 

２０１１年４月１日発行の会誌１１号では、「国

体会場で皆さんの元気な笑顔にお会いできる日を楽

しみにしています」と最後までの応援をと国体実行

委員会からの呼びかけがありました。 

「ちょるる」折り方の動画ＤＶＤ製作 

広報ボランティアでは、市内在住の原田さん考案

の国体マスコット「ちょるる」の折り紙づくりを広

める活動をしました。 

シニアネット光では、「ちょるる」の折り

方をビデオで撮影し、分かりやすく動画に編

集したＤＶＤ２０枚を広報ボランティアにお

渡ししました。 

２０１１年度 第１回「市民の部活」 

折り紙で「ちょるる」をつくろう 

 市民の部活とは、市民が集まって、市民活動を学

校の部活のように、ワイワイやりながら交流を深め

る活動です。 

市民活動協議

会主催の、本年

度の第１回市民

の部活が、７月

２２日（土）に開

催され、シニア

ネット光が担当

しました。市民

活動団体および市民のみなさんに参加を呼びかけ、会

で作った動画を観ながら、みんなで「ちょるる」の折

り紙つくりをしました。  

 出来上がった「ちょるる」の折り紙を活用し、大
判用紙にイラストを描いて、「ちょるる」の折り紙
で飾った展示物を、市内の施設に展示し、国体を盛
り上げることになりました。 
大判「ちょるる」ポスターを実行委員会に贈呈 

シニアネット
光がみんなで、
「ちょるる」折
り紙つくりをし
大判ポスターの
展示物を、８月
１２日（金）国
体実行委員会に
贈呈しました。 

「ちょるる」の折り
紙展示物は、本庁・総
合体育館・スポーツ
交流村に掲示し、国
体を盛り上げていま
す。 
 
 
 

★美化（花づくり）ボランティア活動 
プランターに国体推奨花の育成 

昨年秋のバドミントンリハーサル大会の時に引き
続き、会員が分担して７月初旬に花苗を植え付け、
国体本番に向けて花づくりを行いました。国体推奨
花のサルビア（赤色）・ブルーサルビア・マリーゴ
ルドの３種です。 

 
 
 
 
 
 
 
光市全体で国体を盛り上げようと、競技会場、練

習会場、市内ＪＲ駅等に飾られます。 

おいでませ！山口国体が始まる  

 シニアネット光も広報・美化ボランティアで 

     大会盛り上げへ会員が参加しています 

 おいでませ！山口国体は、本日（１０月１日）から11日間の大会が始まりました。光市は、バドミントン
（光市総合体育館）セーリング（山口県スポーツ交流村）レクリエーション卓球（大和スポーツセンター）
の会場となります。 
 シニアネット光は、国体を盛り上げるために、広報および美化（花づくり）ボランティア団体に登録
し、１年以上前から会員の全員参加で活動してきました。いよいよ本番、本大会（光会場）の成功に向け
て、選手団の活躍と、市民参加の応援で、みんなで更に盛り上げたいと思っています。 

本庁に掲示されたポス

会員が育成した国体推奨花 



★事業の目的 
近年、市民団体の情報公開・情報発信の重要性はま
すます増してきています。市民活動の活性化に向け
て活用が広がってきているICTを活用しての市民団
体の情報発信を支援していきます。 
また、市民団体を対象に、ＩＣＴの活用を推進する
ためのブログ講座、会計講座、ビデオ編集講座、
ホームページ作成講座等を開催し、市民活動のより
一層の活性化を図ります。 
★具体的事業の内容 
１）市民活動ポータルサイトによる情報発信の支援 
  をします。 
２）シニアネット光ホームページを活用し市民活動 
  を発信していきます。 
３）シニアネット光会誌発行・紙媒体での活動内容  
  情報発信・市民団体活動ＰＲ等を行います。 
４）「シニアクラウド活用講座」を6月29日に開催 

しました。 
５）「市民の部活」では、折り紙で国体マスコット 

  「ちょるる」を作ろう、および光市民活動ポー  
  タルサイトの紹介を7月2日に開催しました。 
６）｢多機能携帯型端末について学ぶ｣を９月１７日 
  に開催しました。 
７）「伝える・つながる・響く チラシの作り方 」を  
  12月12日に開催する予定です。 
８）ブログ作成講座を平成２４年1月に開催する予  
  定です。 
その他、市民の皆さんの要望にも対応していきます。 
★事業を行い期待される効果 
１）光市民活動ポータルサイトを活用して、市民活

動団体の情報を発信することで、市民の皆さん
に活動へ参加する機会を提供でき、市民活動の
活性化が図れます。 

２）ICTを活用することで、市民活動をタイミング
良く情報発信でき、行政や企業などへの理解と
支援が広がります。 

３）ICTを活用することで、市民団体の業務が合理
化でき、市民活動の活性化が図れます。 

『交流ひろば』を市民のみなさんに開放 ～とにかく来てみてください～ 

           パソコンの買い方から生活の道具として使いこなすまで相談 

ます。 
★これまで来訪された方の相談例 
・パソコンでどんなことができるの？ 
・パソコンを持っていないけれど練習ができる？ 
・インターネットって何？ ウィルス対策とは？ 
・画面に意味がよく分からないメッセージが表示さ

れたけれど？ 
・プリンターを使えるようにしてほしい 
・自治会長になったので回覧板や会計簿が作りたい 
・デジカメの写真をＤＶＤに入れたい 
・メールで写真が送りたい 
・クラウドって何？ 
・パソコンの調子が悪くなった 
いろんな人がお越しくださいました。 
・ブログやホームページを開設された方 
・助成金やリユースパソコンをもらった方 
・活動発表資料をパワーポイントで作られた方 
・イベントのビデオ撮影を依頼された方 

ゼロから始めて、ある程度のことができるように
なるまで計画的に学んでいただくコースも考えてい
ます。対応の姿勢は基本的に１対１で、その方の
ペースに合わせて進むので、ご安心ください。 
 またシニアネット光は、市民活動団体の活動活性
化も応援しています。「交流ひろば」にはプロジェ
クターなどもあり、部屋を会議室としてお使いいた
だくこともできますので、ご相談ください。 

光熱費やネット接続料などのため、５００円をい
ただいていますのでご了承ください。月・金以外で
もご相談に応じます。とにかく来てみてください。 
「交流ひろば」の相談日等詳細は紙面４ページ参照 

「交流ひろば」は、情報通信技術で「まちの助っ人
隊」を目指すシニアネット光が、会員の交流の場とし
て、また市民の皆さんに利用していただくことを目
的として開いた部屋です。インターネット環境も整
備していますので、持参された自分のパソコンも接
続でき、インターネットの世界を体験できます。 

近年、インターネットの世界はますます便利に
なってきましたが、一方でインターネットを敬遠さ
れている方も少なくありません。今や高速通信技術
の進歩とともに、インターネットの普及は８０％以
上になりました。インターネットがどんなものか、
ちょっと来て触っていただくと世界が広がることが
体験できます。 

自治会長になられた方が、「これまで使っていた
ワープロが壊れて・・」とか、「他の方がパソコン
で文書を作られるので・・」とかの動機で始められ
るのも良いですね。 

いろんな動機があると思いますが、そんな方たち
のために、月曜と金曜の午後にお越しいただいて対
応しようと準備してお待ちしています。 
｢すぐ忘れてしまう・・｣とか｢理解が遅くて・・｣と
恐縮される方もありますが、対応する会員もシニア
で、始めた年がほんの数年早いだけで、「先日やっ
たばかりなのに、そのときどうやったんだろ？」な
ど良くある話です。来訪される方は、ほとんどがリ
ピーターで、一度来ていただくと良さが分かり「も 
っと早く来れば良かった」と言われる方が多いです。 

会員の多くは「シニア情報生活アドバイザー」の
勉強をしての資格取得者です。安心してお任せくだ
さい。きっと満足して帰っていただけると思ってい

  やまぐち県民活動きらめき財団から助成金交付団体に採択される 

   ３年目継続事業『ＩＣＴの活用による市民活動の活性化支援事業』を展開 

 シニアネット光は、公益財団法人 やまぐち県民活動きらめき財団から助成金交付の認定を受けました。 
 やまぐち県民活動きらめき財団は、個性豊かな地域社会の実現に寄不することを目的に、
県民活動団体が行う、自主的・主体的な活動に対して必要な経費を補助しております。 
 助成金交付団体は、広く県内から募集され、審査委員会の審査を経て認定されます。 
 シニアネット光は平成２１年度から３年継続のジャンプアップ活動に応募し、本年度は３
年目の事業が認可されました。ジャンプアップ事業に県下で１７団体が認可されました。 



     『多機能携帯型端末を学ぶ』講座開催 

               スマートフォン・ｉＰａｄの実機を操作しながら機能と便利さを体験 

『シニアクラウド活用講座』を開催 

   島根県浜田市、宇部市などからシニア情報生活アドバイザーが参加    

るというコンピューティング形態を指す言葉です。  

 主に企業で使用されてきたが、最近では個人でい

ろいろなサービスが受けられるようになりました。 

クラウドのメリット 

・自分のパソコン以外でデータが保存できるシステ  

 ムなので自分のパソコンが壊れてもデータは残り 

 あとで難しい操作なしで再利用できる。 

・別の場所、別のパソコンでクラウドに保存した 

 データを見ることができる。 

・グループでデータを共有しどこでも活用できる。 

・共有の範囲（公開の範囲）は自分で自由に設定を  

 変更できる。 

・データの保存容量に制限はあるが無料で使用でき 

 る。（有料なら大容量の保存が可能） 

・企業では管理費用が割安につくので以前から広く 

 採用されている。 

最近 TVや雑誌などでクラウドと言う言葉が多

く聞かれるようになりました。そこで６月２９日

（水）光市地域づくり支援センターでシニア情報生

活アドバイザー（SIA）のスキルアップを目的とし

てマイクロソフト社から講師を招き「シニアクラウ

ド活用講座」を開催しました。受講者は遠くは島根

県浜田市、宇部市などからも参加され有意義な内容

の講座で満足されたようでした。 

クラウドとは英語

で空に浮かんでいる

「雲」のことを言い

ます。 

つまり、ＩＴ関連

では大きな雲のよう

に皆でネットワーク

上にあるサーバの

サービスを活用でき 

寿命、小さくて軽く携帯性に優れ、直感的で非常に簡

単な操作ができることが特徴です。今回の講座では、

スマートフォンやiPadを用いて実際に操作し、興味

深い色々なアプリケーションの紹介をしていただき

ました。中でも音声

認識や手書き認識に

よ る 文 字 入 力 が、

100% と い っ て い

いくらいの精度で変

換されることに驚い

ておられました。今

まで新しい機器に少

し抵抗をもたれてい

た方も、この講座に参加されたことで、パソコンから

切り替えられる方が多くなるような印象を受けまし

た。通信料金体系や、アプリケーショ ンに対する活

発な質問がたくさんありました。お寄せいただいた

疑問やご質問への回答は、シニアネット光のホーム

ページに掲載していますのでご覧ください。  

タブレットと呼ばれる多機能携帯型端末が急速に

拡大しています。米調査会社IDCによれば、パソコン

の4～6月期の世界出荷台数は1360万台でした。 

その内タブレットの出荷台数が、パソコンの2割近

くに達する見通しで、米アップルのiPad2が市場を

牽引し全体の68%を占め、米グーグルの基本ソフト

「アンドロイド」を搭載した製品は27%でした。 

ＩＴ機器の新旧交代が進んでいるようです。 

しかしタブレット、アンドロイドやスマートフォ

ンという言葉は聞いたことがあるが、どのようなも

のか分からないし見たこともない、という方が中高

年の大多数だと思われます。そこで、シニアネット

光では、実際にスマートフォンやiPadを使いこなし

ている方を講師にお招きし、９月１７日（土）光市

地域づくり支援センターで講座を開催しました。 

「インターネットなしでは豊かで便利な生活を送る

ことができない」といっても過言ではないくらい私た

ちを取り巻く環境は大きく変化してきています。 

タブレット型端末は、素早い起動と長いバッテリー 

 パソコンは近年、身近な生活の道具の1つになり

ました。しかし、ハードウェアとソフトウェアが緊

密に連携して動く精密機器であることに変わりはあ

りません。やってはいけないことがあります。 

１．いきなり電源を切ったり、コンセントからプラ

グを抜いたりしない 

この操作はご法度です。システムファイルやハー 

ドディスクが損傷する場合があります。 

必ず正規の手順で「シャットダウン」して下さい 

２．セキュリティソフトは複数インストールしない 

2つ以上インストールすると、パソコンが動かな

い、動作が遅くなるなどのトラブルが発生します。 

３．むやみにハードディスクのファイル削除しない 

 パソコンが起動しない、丌安定になるなどの問題 

が起きる可能性があります。 

４．インターネットから怪しいソフトウェアをダウ 

  ンロードしない 

ウイルスやスパイウェアをインストールするよう

な悪質なソフトウェアも存在します。 

５．見覚えのないメールの添付ファイルは開かない 

開いただけでウイルスやスパイウェアなどに感染

する可能性もあります。 

６．怪しいWebサイトにはアクセスしない 

おいしい言葉で誘う詐欺サイトも多くあります。 

７．むやみに個人情報は公開しない 

 インターネット上では極力個人情報を公開しない。 

パソコン操作の基礎  『やってはいけない』７つのこと 

ＳＩＡの資格認定を受けますと今回の講座のように最新の色々な情報を受ける機会もあり、市内外に 

仲間もできます。是非挑戦してみて下さい。問い合わせは、シニアネット光で受けています。 



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。 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 

まもなく、サツマイモ掘りがやってくる。孫たち
が泥だけになってイモを掘って喜んでいる姿や、本
人もまた、毎年“芋づるに何個ついているか、大き
さ、味は？”何とも言えない“わくわく感”を味わ
う。経験や年齢には関係ない収穫の喜びの時だ。 
 福川の街が見渡せる“段々畑での家庭菜園作り”
を始めて１０年、育てた野菜はハーブも含め４５種
類程度、その畑仕事の出来事を“備忘録”として日
記代わりに毎日パソコンに入力している。今では、
「野菜作りカレンダー」「年度毎作付けブロック
図」「各野菜毎育成記録」等の分野毎データが構築
でき、“何時ごろ植えたっけ、前回の病害虫の影響
は、こんな失敗をしてしまった”等野菜作りの参考
書として使っている。特に“記憶の忘却”に役立っ
ている。 

野菜作りの私の現場にも“想定外”が起こったの
だ。それは２年前の出来事、ジャガイモ畑の２本の
苗に右上写真のように茎に５、６個ジャガイモが、 

『光市情報学習推進協議会』主催 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介 段々畑での家庭菜園作り  会員 渡部 逞司 

なっているではないか。
“ナス”ではあるまいに。 
タマゲダ！タマゲダ！ 
 我が家の食卓に夏場にな
ると、“鷹の爪”の胡麻あ
え、ニビタキのおかずが花
を添えている。アッサリ、
しゃきしゃき感がよい。 

今、大根の種蒔きを終え
た所だ。（少し遅いかな）
今年は“大根のつけもの”
にトライしてみようと思っ
ている。漬物ができる大根に育ってほしい。 

猛暑を避け涼しい我が家で“段々畑での家庭菜園
作り”のホームページをつくった。アドレスは 
http://www.justmystage.com/home/
dandanhatake/ です。今後はトピックスやノウ
ハウ物を充実させてゆきたい。 

   ひかり市民活動協議会から市民活動の活性化と情報発信 

                      『光市市民活動ポータルサイト』の積極的な活用を！！ 
ポータルとは、港 (port) から派生した言葉で、

門や入口を表しています。光市民活動ポータルサイ
トは、市民活動についての情報を集め発信している
サイト(site；インターネット上の敷地)です。 

光市地域づくり支援センターを活動拠点とした
「ひかり市民活動協議会」が、市民活動の活性化と
情報発信を目的として開設しました。 

アドレスは 
http://www.kvision.ne.jp/~kvn2050401/ 

ですが 光市民活動ポータルサイト で検索した方が
簡単です。とにかく見てください。 
 内容は折に触れて更新していますので、右の絵は
少しずつ変わります。 
★左の列からは、主に光市地域づくり支援センター
と関わるところにリンクします。 
★右の列からは、関連機関のホームページやブログ
にリンクします。 
★中央の列に新着情報を載せています。それぞれの
イベントをクリックすると、詳細を紹介したチラシ 

にリンクします。ここには「ボランティア募集」の 
項目もありますので、ご活用
ください。 

内容を充実させたいので、
登録団体として開催するイベ
ントは「チラシ」などを準備
して、地域づくり支援センタ
にぜひお持ちください。 
★「カレンダー」や「市民活動
のブログ」は、ひかり市民活動
協議会の会員が書き込んでい
ます。特にブログにはそれぞれ
のイベントの詳細や、活動の様
子、事後の感想などを書き込ん
でいます。コメントはパスワー
ド丌要で書けますのでご利用ください。 
 たくさんの方が参加・利用され、情報を寄せてい
ただくほど便利になるものと期待しています。 
 お問い合わせ先 Mail：hsk@kvision.ne.jp 

http://www.justmystage.com/home/dandanhatake/
http://www.justmystage.com/home/dandanhatake/

