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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

２時間１日コースの定期的な講座を開催します。 

広報等で予定をお知らせします。 

・開催日時：第１、第３水曜日 

 １３：３０～１５：３０ 

・受講料：資料代５００円 

・講座内容：別途チラシや市広報でご案内します。 

・受講申込：光市生涯学習センターで受付けます。 

希望講座名、氏名、連絡先住所、電話番号 を

ご連絡ください。 

〒743-0011 光市光井４－２８－１ 

電話 ０８３３－７２－３４４７ 

４.その他連絡事項 

(1)原則としてパソコン持参です。 

  お持ちで無い方にはお貸しできます。 

（５００円/回） 

(2)インターネットへの接続はご相談ください。 

(3)問い合わせは、光市生涯学習センターへ 

 電話 ０８３３－７２－３４４７ 

  讀賣新聞にシニアネット光『交流ひろば』が紹介される 

        パソコン初心者のどんな相談にも応じます。ぜひおいで下さい。         

光市生涯学習センターを会場に、７年にわたり市

民の皆さんに親しまれてきました「市民パソコン相

談会」及び「初心者講座」を、４月から下記要領で

開催しますので、よろしくお願いします。 

１.相談・講座の会場 

光市地域づくり支援センター 

 光市島田４－１４－３ 

２.パソコン窓口相談 

・開催日時：第１、第３水曜日 

１０：００～１１：３０ 休みの日もあります。 

・相談内容：パソコン活用についての相談 

ソフトの利用相談についてはパソコン講座を受

講ください。 

・相談料金：無料 ただし資料代（１枚１０円）  

 などは実費をいただきます。 

相談への事前申し込みは必要ありません。 

 直接会場へお越しください。 

３.パソコン講座 

  光市情報学習推進協議会 これまでの「市民パソコン相談会」「初心者講座」が 

    ２０１２年４月から「パソコン窓口相談」「パソコン講座」に変わります 

 シニアネット光「交流ひろば」が、讀賣新聞西

部版（九州全県及び山口県）に紹介されました。

新聞を読まれた方々の反応は大きく早速、パソコ

ン（インターネット）に関する、相談・悩み・質

問等々が市内、市外の方々から多く寄せられまし

た。内容の一部を紹介します。どの内容も、パソ

コン（インターネット）を「やりたい」「やって

みよう」という入口の不安、悩みを持っておられ

る様子がうかがえます。 

①光市以外の住民でも受入れしますか。 

②パソコンは電気代等色々お金がかかるのでは。 

③習いたいが何からやっていいか解らない。 

④高齢者（シニア）は年齢制限がありますか。 

⑤高齢なので今さら恥をかきたくない。 

⑥初心のため何回も繰返し聞くようになりそうだ。 

⑦インターネットはお金がかかりそうだ。 

⑧インターネットは怖いものだ。 

⑨自治会の回覧版、会計報告書を作りたい。 

⑩暑中見舞や年賀状の作成に困っている。 

⑪具体的な悩みにも細かく対応して貰えるか。 

⑫遠くの孫と情報交換をしたい。 

これらの声に全て対応するべく、「交流ひろば」

では年齢、経験年数、熟練度など一切関係なく歓迎

です。パソコンを日常生活の道具として便利に、楽

しく、使っていただくために、「シニア情報生活ア

ドバイザー」の資格を持った会員がお待ちしています。勇気を持って一歩踏み出しませんか！！ 



「新しい公共」コーディネーター養成の第1回目の講

座が、２月４日に川北秀人氏を講師に、市民団体、行

政、企業から38名が参加して開催されました。 

  協働は地域の自治を回復するために行うもので、

高齢化、少子化とも全国平均の２０年先をいってい

る光市は、地域の課題解決に、行政、企業、市民団

体が協働して取り組まねばならないことを強く意識

する場となりました。今後引き続き、5回の講座が

実施されます。 

 

 受講者の勉強も大変ですが、送られてきたテキス

トがパソコンの速い進化

に対応できていなくて、

修正資料を作成したり、

講師を担当する人の学び

など、実施する側の準備

もかなり大変でした。 

つい先日、３人全員の

合格通知と認定証が届

き、仲間が増えました。今後はアドバイザーとして

同じ立場になり、スキルアップ講座や３年後の資格

更新セミナーで顔を合わせる日が楽しみです。 

このたび、シニア情報生活アドバイザー養成講座

の受講希望者が３人集まり、久しぶりの開催となり

ました。受講者が少ないため、財団法人ＪＫＡ（競

輪振興法人）の養成推進事業から助成を受けて開催

することにしました。 

認定試験は、①初心者か

ら問われたとき即答できる

能力を確認する筆記試験、

②やってみせる技術を確認

する実技試験、③初心者に

パソコンの便利さや楽しさ

を伝えるプレゼンテーションの３科目です。 

  シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）養成講座を実施 

               ３名が資格取得 地域での今後の活躍を期待 

  光市とひかり市民活動支援ネットとの協働企画  

     「新しい公共」についての「コーディネーター養成講座」が始まる 

昨年１１月の放課後子ども教室でご縁のできた周

防小学校から、１年生を対象にパソコン教室のお手

伝いを依頼され、日程を調整し、３月７日（水曜）

に実施することにしました。 

事前準備のため２度訪問し、パソコンの台数と児

童数、担任の先生が考えておられる目的、使用する

ソフトなどについて打合せをしました。 

対応する会員６人の内には使用するソフトに初挑

戦の会員もおり、早めに学校に行って児童のログイン

の方法やソフトの概要を確認して、待機しました。 

いよいよ児童がやってきて、元気な声で挨拶をし

て授業が始まりました。担任の先生から手際よく指

導が始まり、私たちは１人で４人の児童のサポート

をしました。 

 ちっちゃな手で、大きなマウスを持って、恐れを知

らない子ども達はまたたく間に上手に扱えるようにな

りました。 

 後日、写真のような感想文

集が届き、またチャンスがあ

ればお役に立ちたいと思いま

した。 

    周防小学校「ＩＴ支援：１年生のパソコン授業」を支援 

                子どもたちの上達の速さにびっくり 

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 

４／21 

（土） 
行政との協働 

佐野 朋子 （北九州市立子育て 

     ふれあい交流プラザ所長） 

☆事例から学ぶ行政との連携の 

   きっかけとしくみづくり 

６／23 

（土） 
企業との協働 

川久保 賢隆 

（山口経済同友会 副代表幹事）  

☆企業からみた市民活動  ☆連携

を考えたくなる市民活動とは？ 

８／18 

（土） 

コミュニティビジネスの

事例から学ぶ 

安藤 周治 （NPO法人ひろしまね理事

長・ひろしまNPOセンター代表理事） 

☆事例から学ぶコミュニティビジ

ネス ☆市民活動の展開とコミュ

ニティの活性化 

10／13 

（土） 
多様なネットワーキング 

於土井 豊昭 

（防府市地域協働支援センター長） 

☆実践事例に学ぶ行政・企業・市

民団体の連携協働 ☆県域ネット

ワークの活用 

11／17 

（土） 
「新しい公共」への展開 

川北 秀人（IIHOE[人と組織と地球のた

めの国際研究所] 代表・社会的責任に関す

る円卓会議 総合戦略部会委員）  

☆光市における問題解決の糸口

を「協働」から考える 

http://blog.canpan.info/siminkai/img/50/img_3249p_1.jpg


     「やまぐち県民活動きらめき財団 助成事業」 講演会開催 

           あの「葉っぱ」ビジネスの鍵をにぎる情報端末の活用 

  「生涯現役社会づくり活動実践者の集い」に参加 

      シニアネット光から協働への取り組み事例を報告しました 

⑤地域活性化には行政が大事 行政にエールを贈る。 
 基調講演に続き「協働のカタチ」「仲間づくり」「ミー
ティング」の3つの分科会で交流が行われました。 
 シニアネット光からは団体及び行政との協働への
取り組み事例について報告をしました。 
 子ども文庫の図書管理の電子化への取り組みや行
政との市民活動活性化講座の企画運営への取り組み
について活動内容の紹介を行いました。 
新しい公共への取
り組みも始まり、
地域の課題の解決
には、行政と市民
団体のみならず、
企業、他の団体と
の協働事業への取
り組みをこれから
は積極的に実践す
ることが求められ
ています。 

 2月3日に山口県立大学を会場に「生涯現役社会
づくり実践者の集い」が250名の参加を得て開催さ
れました。 
 基調講演では鹿児島県鹿屋市串良町柳谷 通称
「やねだん」豊島哲郎公民館長の「やる気を起こせ
ば必ず奇跡が起きる」の演題でまちづくりの実践紹
介がありました。 
 「感動が人を動かす」をモットーに「子どもと老人
が変われば途中も変わる」を合言葉に、特産品つくり
や文化事業でまちおこしを行い、自立したコミュニ
ティつくりに取り組んでいます。年2回の3泊4日の故
郷創生塾は全国からの参加者で盛り上がっています。 
 地域再生のノウハウの紹介もありました。 
①円満な「和」を基本に先人の偉業を称え先輩の心
を敬い感動と感謝の活動。 
②ビジネス感覚と地域経営学を共有し情熱で人を動
かす。 
③人は誰でも社会に貢献できる力を与えられている。
④リーダーよ 覚悟せよ。 

固定のため、リアルタイムでの注文取り、情報交換
ができませんでした。 
 第三段階として、「ダブレット端末」を導入しま
した。常に携帯し、いつでも、どこでもリアルタイ
ムに注文取りができ、自分の売上高、売上順位など
の検索にも使いこなして
いるとのことです。 
 現状の「葉っぱ」の参加
者は、平均年齢：70才
超、最高年齢：90才超で
すが、「ダブレット端末」
を全員が使うようになっ
た仕掛けは何なのでしょ
う。大きな仕掛けは、①操作することで注文取りがで
き金儲けができる。②個人の売上順位等の情報で仲間
との競争意識が刺激される。 
 シニアネット光はこれからいろんな分野で利用され
ていく携帯端末の使い方を支援していきたいと思いま
す。 

 徳島県上勝町では、（株）いろどりの従業員である
高齢者が情報端末を活用し、どのように「いきいきと
生活」をしておられるのか紹介して頂く講演会を、３
月３日に光市地域づくり支援センターで一般市民の
参加も得て開催致しました。 
 上勝町は、人口：1901名、戸数：867戸、高齢化
率：略50%（県下1位）の山林（86%）に囲まれた
小さな町です。蜜柑産業を主体に生活していましたが、
29年前大寒波に襲われ蜜柑が全滅し、町全体が絶望
感になり、高齢者の仕事はないか模索していました。
そんな時、居酒屋で綺麗な「葉っぱ」でのいろどりを
ヒントに、都心の料亭に行って勉強、彩「葉っぱ」の
価値観が高いのを発見し、ビジネスが始まりました。 
 「葉っぱビジネス」の仕組み、情報伝達法も変遷を
経て、現在のように情報端末を駆使するようになった
ようです。 
 第一段階では、同時無線FAXでしたが、注文取りが
1秒勝負のため電話が集中し大混乱が頻発でした。  
 第二段階でパソコンを導入しましたが、使う場所が 

 2月18日、19日に山口県セミナーパークにおい
て第７回人づくり・地域づくりフォーラムin山口が
開催されました。初日は開会行事につづき、「新し
い時代の構築を目指した生涯学習のあり方」をテー
マにビッグ鼎談が行われました。午後には6分科会
に分かれて24の全国各地の実践事例の発表があり
ました。 
 2日目には「学校・家庭・地域社会の連携による
地域力を高める具体的な方途について」をテーマに
パネルディスカッションと山崎大地氏の「宇宙主夫 
～妻と娘と夢を追いかけて～」の演題で記念講演が
行われました。 
2日間にわたり、全国から1200名の参加者があり
盛り上がりました。 
 平成18年に教育基本法が施行され、生涯学習の
理念の実現を目指して、各地でいろんな実践がされ
ております。事例発表では、いろんな特徴のあるま
ちづくり活動の紹介がありました。 

 学校と地域との交流では、公民館と学校が連携し
て、「地域の人が教壇に、先生が地域へ」を合言葉に、
学校と地域の交流に取り組んでいる浜田市周布公民
館の事例は先進事例の一つでした。また、石巻市のシ
ニアが、カンボッジアの子供たちへの支援ボランティ
ア活動を行った実績
が、逆に東日本大震災
でカンボジアの子ども
たちからボランティア
を受けることになり、
震災がグローバル化を
促進した事例なども大
変参考になりました。 
 地域の自治回復の
ため、地域の課題の解決に向けて地域の団体同士の
協働事業を推進するための、地域リーダーの養成が
生涯学習部門の重要な役割になってきています。 

    「人づくり◇地域づくりフォーラムｉｎ山口」に参加 
                ～実践に学ぶ人づくり、地域づくり～ 

http://blog.canpan.info/siminkai/img/49/img_3233.jpg


パソコン講座 
場 所：光市地域づくり 

        支援センター 
曜 日：第１・第3水曜日 

時 間：１３：３０～１５：３０ 

内 容：別途チラシや市広報で 

    お知らせします。 

費 用：５００円（含む資料代） 

予 約：要 

申込先：光市生涯学習センター 

    TEL:0833-72-3447 

パソコン窓口相談 
場 所：光市地域づくり 

        支援センター 

曜 日：第１・第3水曜日 
時 間：１０：００～１１：３０ 

内 容：パソコン活用の相談   

費 用：無料 

   （資料代などは実費） 

予 約：不要 

 「交流ひろば」には、いろいろな内容の学習・相談

に多くの方々がおいでになります。これまで経験した

こともない、予想もしない内容もあったりします。ど

んな内容、相談にも会員全員が対応できる体制づくり

の一環として、会独自の「スキルアップ講座」を３月

６日に光市生涯学習センター開催しました。 

 今回は「Wordの基礎編」の勉強会を会員の山田 

正美講師で実施しました。 

Ⅰ．誰も教えてくれない３大原則 

 １｡無駄な改行はしないで、段落の機能を活用。 

 ２｡無駄なスペースは使わない。 

 ３｡単なる改行(行区切り)と段落改行は使用目的

が異なる。両者を使い分ける。 

これを基本原則にして、次の内容について勉強し 

『光市情報学習推進協議会』主催 

ました。 

①段落の理解   ②文字の位置揃え  

③表の挿入と設定方法   ④縦書きの設定  

⑤ダブルクリックとトリプルクリックの使い分け 

⑥その他便利な裏技とツール 

参加した会員から

は、知らなかったこ

と、使ってない機能

の発見、使えば便利

な機能等々を再確認

し会員相互のレベル

合わせ、向上に有意

義な勉強会だったと

好評でした。 

私は小規模米作り百姓のお爺さんです。7反余りの

田んぼで米と自家用野菜を栽培しています。米は田植

えから刈り取り、乾燥、籾すりまで全て我が家の機械

で自家作業してお客さんへ直販しています。かなりこ

だわっておいしいお米を作りたいと頑張っているとこ

ろです。米は完全な無農薬無化学肥料ではありません

が、野菜は無農薬無化学肥料にこだわっています。自

然農法について興味を持って勉強しています。 

趣味は、盆栽とモノ作りです。もう４０年余りや 

っていますのでいろいろ仲間がいて楽しいです。モノ

作りではいろいろな工作で電子工作、金工、木工、修

理などが好きなのですが、便利になるもの、おもしろ

いもの、楽しいもの、人が喜んでくれるような物、そ

んなものが作りたいのです。発明研究会にも所属して

いて毎月作品を発表しています。発明と云うと大儲け

の元になるように思われるかも知れませんが、それは

なかなか出来ません。身の回りの不便な事、つらい事、

時間のかかること等いやな事を見つけてそれを解決す

る「物」を考えて、形にして作る事です。この何をテー

マにして考えるか、このテーマを考えるのが難しい 

のです。 

今、友人に喜んで貰っているのは、機械の修理と、

鋏、包丁研ぎです。機械の修理はなんでも屋ですが、

メーカー、販売店が修理不可能と云われた物を修理し

てあげたときには、特に喜んでもらえます。 

こんな活動をしている私にとってパソコンは大変役立

ちます。インターネットの情報はほんとに助かります。 

私の特技を紹介します。資格マニアではありません

が、１６の免許、資格をもっています。もうこれらの

資格を生かして仕事をする事はありませんが、想い出

すと若い頃が懐かしくなります。 

その昔、若かりし頃、私はＪＲとヒッチハイクで日

本縦断旅行をしたものです。その頃の想いが転じて2年

前、四国88ヶ所廻りの巡礼をしました。歩いて回りた

い想いがありましたが、歳を考え自動車で3回に分けて

回りました。 

歳を取り益々忙しくなっている感じですが、これ

からは体力を考え内容の充実した活動に取り組んで

いきたいと思っています。 

            （連載３回 １回目） 

    会独自の「スキルアップ講座」を開催 

                  Ｗｏｒｄの驚きの使いこなしを勉強 

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。 

ＮＰＯ法人シニアネット光 会員紹介      米・野菜作りと趣味  会員 内免 昭人 ① 


