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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

信も行ってきました。また、ひかり市民活動協議会

のメンバーとして、平成23年4月に光市民活動ポー

タルサイトを開設し、市民活動の活性化に向けて、

イベントの開催情報や活動報告をブログで公開して

きました。今後も市民の皆さんに地域活動への理解

と参加の機会をタイミングよく、情報提供していき

たいと思っております。 

ICTを活用してのまちの活性化では、国体広報ボ

ランティアのメンバーとして、国体推進室のブログ

開設のお手伝いや「ちょるる」の折り紙作成マニ 

ュアルを動画で公開し、市民の皆様に利用していた

だきました。ＮＰＯ法人虹のかけ橋の漬け物事業で、

動画によるマニュアル作成や出荷管理データベース

つくり等の支援を行いました。認知症の家族を支え

る福寿草の会光が開催した徘徊模擬訓練では、実行

委員会のメンバーとして支援を行いました。周防小

学校の放課後子ども教室のパソコン教室も開催しま

した。これからのICT活用にはインターネットのサー

バー活用や携帯端末の利用が活発になってきます。  

 この新しい動向に際しての公開講座も開催しまし

た。今後もICTを道具として、地域の課題解決に向け

て活用していきたいと思います。 

  明けましておめでとうございます。 

        本年も宜しくお願い申し上げます。 

    平成２４年度年次総会を開催 

          １年間の活動の総括・反省と本年度の活動基本計画を策定 

『交流ひろば』は市民の皆さんに利活用いただく場所 

   ＩＣＴまちの助っ人隊がお待ちしています。           

 シニアネット光では事業年度を、1月1日から12

月31日までを期間として活動しています。昨年12

月17日に平成23年度の総会を開催しました。シニ

アネット光は ①ICT利活用支援事業 ②市民活動

活性化支援事業 ③まちの活性化支援事業 ④交流

研修事業の4つの分野を中心に活動しております。 

ICT利活用支援事業では、光市情報学習推進協議会

のメンバーとして、市民向けのICT講座やパソコン相

談に参加しました。また、会の交流ひろばを開放し、

市民及び市民団体の皆さんに活用していただきまし

た。指導者のレベルアップを図るため、シニア情報生

活アドバイザーの更新講座を実施し、新たなICTの技

術習得と県内メンバーとの交流を図りました。シニ

ア情報生活アドバイザーはシニアのICT活用の指導

者として、今後ますますの活動が期待されています。 

市民活動活性化支援事業では、（財）やまぐち県民

活動きらめき財団の3年目のジャンプアップ事業に

取り組み、市民活動活性化の情報発信を促進するた

めの、講座を企画し開催しました。NPO団体にとって

情報発信は、市民及び支援者に活動の理解を得て協

力をお願いするために重要になっています。シニア

ネット光では、ホームページやブログでの情報発信

とともに、定期的に会誌を発行し紙媒体での情報発 

 シニアネット光は、ICTまちの助っ人隊としてパソコンを便利に

使っていただくお手伝い、いろんな人のつながりを作るお手伝い、

市民活動を元気に進めるお手伝いをしようと思う人たちが集まっ

た仲間です。多くの会員が「シニア情報生活アドバイザー」の資格

を持っており、シニアの目線で対応できますので、不安や質問のあ

る方は遠慮なくお越しください。「最初の１歩」を踏み出せば、解

決につながります。「はじめてでも安心！いくら聞いても安心！」

をモットーに、はじめて来訪される方も大歓迎です。ステップアッ

プで進歩できます。体験用のパソコンも準備してあります。Ａ３版

レーザープリンターもありますの

で、きれいな印刷もできます。 

 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。水道

やトイレもありますので安心してお

越しください。（印刷費、材料費は実

費をいただいております） 



シニア情報生活アドバイザー制度は、 

 アドバイザーがその活動を通して、多くの高齢者

がパソコンやインターネットを活用して、より楽し

く生き生きとした活動的な生活を送れるようにする

ことを目指した制度です。その活動は、単にパソコ

ン等の操作を教えることだけでなく、パソコンやイ

ンターネットを社会参加・貢献のために役立てる方

法などをアドバイスし、アドバイザー自身の生き甲

斐にもつながるものです。 

アドバイザーになると、 

・相手に対する目線が優しくなります。 

・自分が知っていることを教えることから、どう説

明したら理解してもらえるかを考えるようになり

ます。 

・仲間ができます。 

・クラウドなどの新しい概念や技術を学ぶ講座を受

講できます。 

・新しい活動が始まります。 

養成講座開催について 

・受講資格 

  概ね５０歳以上の方 

  メールですぐに連絡の付く方 

  ＩＣＴの活用や普及に興味のある方 

・日程 平成２４年１月１８日(（水）１９日（木） 

    ２６日（木） ２月２日（木＝認定試験） 

    いずれも ９：００～１６：００ 

・会場 シニアネット光 交流ひろば 

    光市中央１－８－１６ 

・費用 ３２,５００円 

・問合せメール snhikari7@ybb.ne.jp 

  平成２３年度協働推進フォーラムに参加 

      「新しい公共」人々の支え合いと活気ある社会に向けて 

新しい公共であり、自治会活動へ新しい公共のため

の社会起業活動テーマが具体的に提案されました。

自治会は、我が国最大の中核的ボランティア組織で

あり、次のような活動への展開へのアドバイスがあ

りました。地域では、小さな規模で成功させることが

大事であり、目の前の身近な人の出番づくりから始

める。まずやり始めることである。はじめると気づき

や検証がうまれる。人

は誰でも主役になる

ことを望んでいる。自

分の考えを押しつけ

るのではなく、相手の

出番つくりをはじめ

て下さい。 

平成23年11月23日（水）に、シンフォニア岩

国大会議室を会場に約80名が参加して、山口県主

催の新しい公共協働フォーラムが開催されました。 

ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター常務理事田尻佳史

氏から、「新しい公共の推進へのＮＰＯ等に対する

期待と役割」と題して基調講演がありました。続い

て、（株）いろどりの社長である横石知二氏から

「居場所と出番づくり」と題して事例講演が行われ

ました。田尻氏からは、平成23、24年度で実施さ

れる新しい公共支援事業に対しての趣旨と具体的な

基盤整備事業の紹介がありました。 

横石氏からは、地域の活性化に向けて、新たなコ

ミュニティつくりについて、（株）いろどりの活動

から参考になる事例紹介が行われました。地域にお

いての社会起業で居場所と出番づくりをすることが 

  シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）養成講座を開催  

     より楽しく生き生きとした活動的な生活のために  是非受講を！！ 

新しい公共とは、従来は行政だけが担ってきた領

域を、行政だけでなく、市民、ＮＰＯ、企業等が一

緒に公共的なサービスの提供者となり、教育や子育

て、まちづくり、福祉等の身近な分野において、共

助の精神で行う活動をいいます。 

平成23、24年度の2年間で国の予算87.5億円の

内、山口県では1.5億円の事業が展開されています。 

光市においても、中核的人材育成事業が計画されて

います。市民が担い手になるためには、コーディネ 

ーターとしてレベルアップが重要となり、中核的人

材を養成するための、コーディネーター養成講座が

企画されています。 

光市ではひかり市民活動協議会を中心に、市民活

動活性化講座が企画されてきましたが、新しい公共

は、講座の企画運営を担うひかり市民活動支援ネッ 

トが組織され、プログラムの企画が検討されてきま

した。シニアネット光もそのメンバーとして企画へ

参加してきました。 

 全国的な講師を招き、次のような講座プログラム

が企画されています。 

 2月4日の川北秀人氏の講演に続き、計6回の講座

が企画されました。尚今回の講座は一般市民にも公

開した講座として開催されます。これから、ますま

す人と人、組織と組織の連携が重要になり、その結

びつけを行うコーディネーターの役割が重要になっ

てきております。講座の内容は次の通りです。 

 『新しい公共』市民活動活性化講座  平成２４年度に６回開催 

           ひかり市民活動支援ネットを組織し企画・運営 

開催日：毎回土曜日 １３時３０分～１６時００分 

場 所：光市地域づくり支援センター 

  開 催 日 講  座  名 講  師 

１ ２月４日 
「新しい公共」を 

      学ぼう 
川北 秀人 

２ ４月21日 行政との協働 佐野 朋子  

３ ６月23日 企業との協働 川久保賢隆 

４ ８月18日 
コミュニティビジネスの

事例から学ぶ 
安藤 周治 

５ 10月13日 
多様な 

 ネットワーキング 
於土井豊昭 

６ 11月17日 
「新しい公共」への 

       展開 
川北 秀人 



   光市立周防小学校放課後子ども教室 『チャレンジキッズ』を担当 

              インターネットの基本の勉強とと年賀状を手づくり 

『市民活動スキルアップ講座』を開催 

   「伝わる・つながる・響くチラシの作り方」 

「ホームページ・ポスター・看板道路標識は2，3秒
でひきつける工夫
が必要・情報を受け
とる人の立場で発
信・何を望んでいる
か 相手は誰か・中
学1年生程度わかり
やすく」等を考慮し
て作成しよう。   
 レイアウトは左に
揃え、コロン（：）

は位置揃える。ＰＲについてはマスコミに直接ＦＡ
Ｘすると効果的である。などを学ぶことができた。
これからの活動に活かしていきたいと感じました。 
 後半は聴講者が過去に作成した、チラシやパンフ
レット約２０点を
提出し、１点１点丁
寧にアドバイスを
受け活気のある講
座となりました。 

 「やまぐち県民活動きらめき財団 平成23年度
県民活動団体助成事業」として、防府市を拠点に幅
広く活動されている「taka21@taka21.com」代
表の河村 孝さんを講師に迎え、「伝わる・つなが
る・響くチラシの作り方」の講座を、12月12日
（月）に受講者2８名で開催しました。 
 活動を知ってもらって、多くの人たちの協力と理
解を得て活動を活性化したい。このような悩みを解
決する、伝わり、つながりをつくるチラシの作り方
について学びました。 
講座内容は、 
作り方 
1. 「誰」に「何」をつたえたいのですか？ 
2. 読む側に立って内容、文字になっていますか？ 
3. チラシの配布先に工夫してますか？ 
4. 常時、情報発信が大事 チラシの工夫を！ 
５. 入会者募集は目標も明確に もう一歩深く！ 
広報をするには 
1. マスコミは、うまくつきあおう 
2. ギブ アンド ギブン の精神 
3. ５Ｗ１Ｈを明確に   の内容で講座があり、 

マ字入力のできない低学年のためにかなキーの図な
どを準備しました。 
 また、事前に活動する教室を見せていただき、機
材やネット環境なども見せていただきました。 

当日は初めにインターネットについて簡単に勉強
し、それから年賀状づくりに取り組みました。 
 下絵を描いてスキャナで取り込んだり、準備して
おいたイラストを使ったり、自分の持ってきた写真
を取り込んだり、と
ても賑やかに活動
が進みました。文字
サイズやフォント
の変更、文字色の変
更から漢字変換を
教えると直ぐに覚
え、子供たちの能力
の 高 さ に 本 当 に
びっくりでした。 

1１月26日（土）午後2時～4時、光市立周防小
学校放課後子ども教室「チャレンジキッズ」をシニ
アネット光が担当しました。 
 周防地区放課後子ども教室実行委員会から「イン
ターネットの基本を学ぶ。年賀状を作る」という２
つのテーマを依頼され、準備をしてきました。 
 シニアネット光のこれまでの活動は、対象がシニ
アであったり、市民活動団体であったり、とにかく
大人でしたが、今回は小学生と言うことで、インタ 
ーネットについて何を説明するか、どういう言い方
が分かりやすいか、低学年はローマ字入力ができな
い、年賀状については文字をパソコンで書くよりも、
幼い肉筆の方がもらった人が喜ぶかも知れない、印
刷したものを成果物として持ち帰らせる、などいろ
いろ知恵を出し合いました。 
 インターネットについては、概略と親や先生の言
われることをよく聞くことを書いた資料を準備し、
年賀状については干支の辰や賀詞のイラスト、ロー 

「第6回周南地域市民活
動団体等交流会」が１２月
４日（日）周南市の県総合
庁舎内で開催され、全体で
４４団体、光市からは９団
体が参加し、出展と公演発
表がありました。１階のエ
ントランスホールでは子供
向けのコーナーが開かれ紙
芝居や子供たちがゲームに
参加して楽しんでいまし
た。２階のブースには３９
団体のブースが日頃の活動
状況や団体の活動の思いな
ど展示と作品展示でPR、 
一般来場者も多数参加され 

 

にぎやかな一日となりました。 
シニアネット光は日頃の活動をパネルで紹介し、

インターネットのホームページで市民活動団体の紹
介や活動状況を公開し来場者の好評を得ました。 
 光市情報学習推進協議会のコーナーにも参加し、光
市と協働事業で行っている市民のためのパソコン講
座、パソコン相談などの活動状況などを紹介しました。  

    今年も団体間の交流と市民の触れ合いの 
           『周南地域市民活動団体等交流会』に参加 



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 

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 

 9月に申請していた、カラーレーザープリンター
をこの度NPO法人イーパーツより寄贈されました。
シニアネット光では、会誌の印刷、セミナーや講演会
のチラシ、パソコン講座のテキスト等たくさんの印
刷を行います。いままでの印刷は、会所有のインク
ジェットプリンターで行うしかなく、印刷枚数が多
いときにはNPO法人虹のかけ橋にお願いし、印刷さ
せてもらっていました。特に会誌の印刷は、A3版の
両面印刷であるため、インクジェットでは長時間を
要し、また少しでも紙面が濡れるとインクが滲んで
しまい、その配布にもとても気を使っていました。 

私たちは、長年きれいでスピードの速いレーザー
プリンターを望んでいましたが、高価なためなかな
か手にすることが出来ませんでした。イーパーツか
らは、リユースのパソコンを寄贈していただいたこ
ともあり、今回プリンター寄贈プログラムにチャレ
ンジしてみたところ見事採択され、念願のカラー
レーザープリンターを入手することが出来ました。 

『光市情報学習推進協議会』主催 

 １１月下旬に届いたプリンターを早速組み立て、
会のPR用チラシを印刷してみましたが、そのスピー
ドの速さときれいな仕上がりに大満足です。 

寄贈していただいたプリンターは、生産終了の機
種とはいえ、未使用品で整備も行き届いており、今後
数年間は安心して使用することが出来ます。本当に
イーパーツに
感謝していま
す。 

今後は会誌
の 印 刷 を 始
め、私たちが
取り組んでい
る市民活動団
体の活性化に
も利用してい
きたいと考え
ています。 

認知症見守りネットワークの構築に向けて 

～山口県内で初めて徘徊模擬訓練～ 

 県内で初めての試み「光市地域見守りネットワー
ク整備強化事業」として、光市より受託し「第１回
光市徘徊ネットワーク模擬訓練ｉｎ周防」を11月
14日（月）に開催しました。 
 高齢化が進み、認知症の人が増えている中、地域
における認知症に対する理解、支え合い、見守りが
できる環境「認知症になっても安心して暮らせるま
ち光」をみんなでつくりあげていく取り組みの第1
歩として徘徊模擬訓練を開催しました。 
 10月22日（土）には、全国に先駆けて10年前か
ら「認知症高齢者徘徊模擬訓練」を実施している、大
牟田市保健福祉部の方をお招きし、９６名の参加者
を得て、事前研修会も実施しました。 
 実技模擬訓練は、「周防地区で認知症の方が行方
不明になった」という想定で、認知症に扮した人が
地域を徘徊します。徘徊している人への「気づき」
の目を養い、気がかりな人に勇気を持って声をかけ
る訓練、そして見つけた時にどうしたらよいかなど
を体験するものです。訓練開始前には、市キャラバ
ン・メイトによる、認知症の方への声かけ方法とし
てゆっくり近づく、優しい口調、目線の位置など、 

相手に不安感をいだかせないことが大事でとの学習
もしました。参加者は、市川光市長をはじめ、周防小
5、6年生の３４名、周防地区の方々を中心に１９１名
の参加がありました。参加者は周防地区を11グルー
プに分かれ、模擬徘徊者を見つけ、事前学習会で学ん
だ「目線を合わせ、ゆっくりとやさしく明るい口調」
で声をかけ、保護し、光市地域包括支援センターに連
絡するという流れを実体験しました。 
 訓練終了後は、周防地区食生活改善推進員の方々
に作っていただいた、カレーライスを食べながら、
グループ毎に話し合
いました。「認知症
の人か、散歩してい
る人かの見分けが難
しい」「声かけした
後 の 会 話 が 続 か な
い」などの多くの意
見がありました。今
後の課題とその改善
に大いに役立つ訓練
でした。  

   NPO法人イーパーツよりカラーレーザープリンターの寄贈を受ける 

      会誌、チラシ、講座テキストなどのＡ３版カラー印刷に威力を発揮 
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はじめてでも安心！いくら聞いても安心！ 
 

曜 日：月曜日、金曜日     
時 間：13:30～15:30 
費 用：個人指導 500円 
場 所：下図交流ひろば 

パソコンの使い方をやさしく、 
            わかりやすく 
何回でも、あなたのペースで学べます 

はじめての方も安心して参加できる場です 
気楽に相談できる人のいる場です 
何回でも気にせず聞ける場です 
パソコンと仲良くできるようになる場です 
さらにおもしろさが体験できる場です 

★大歓迎 
パソコンがはじめての方 
使い方に困った方 
いろんな使い方をしたい方 

予約は 
要らないよ。 


