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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

平成25年度総会を開催しました 

平成24年度の活動の振り返りと、平成25年

度の活動計画について審議するため、12月25

日に総会を開催しました。 

ＮＰＯ法人シニアネット光では、会計年度を

1月1日から12月31日にしております。 

平成24年4月1日付で、ＮＰＯ法が大幅に改

定されました。改定を受けて、ＮＰＯ法人シニ

アネット光も、定款の変更を行いました。これ

まで17分野の活動に、新たに3分野が追加にな

り、観光振興、農村漁村活動振興の活動を定款

に追加しました。また、総会等の議決に、電子

メールを活用することも採用しました。 

特に、会計報告は、ＮＰＯ法人としての活動を

関係者に理解していただきやすいように、活動

計算書を採用しました。 

平成24年度は、独立行政法人福祉医療機構か

ら、社会福祉振興助成事業として、「ICT活用

による生きがいサポーター養成事業」を、県内

の4団体と連携して取り組みました。 

近年、少子高齢化の進展、家族意識の変化等

に伴い、核家族化や高齢世帯の増加等が進み、

地域や社会とのつながりが希薄化し、地域で助 

け合い、支え合うという仕組みが失われつつあり

ます。そのため、人と地域の絆をつくり直し、支

え合いと活気に満ちた地域社会の再生を目指した

活動を促進するため、ICTを活用して、生きがい

のある生活を支援するためのサポーターを養成す

る事業に取り組みました。県内各地で、携帯端末

を活用して、生きがいサポーター養成研修会を開

催しました。サポーターとしてのニーズの把握

や、指導者としての課題も明らかになりました。

今年度の成果を来年度以降の活動に生かしていき

たいと思います。 

交流ひろばを開放した、市民へのICT活用の支

援は、身近で、気軽に、ICT活用に関する相談場

所として、好評をいただいております。今後も市

民の交流の場として、より内容を充実した対応を

図っていきます。また、今回の社会福祉振興助成

事業で築いた、県内の指導者のネットワークを今

後も大切にし、グループウエアを活用して交流を

図り、いろんな団体と連携して新たな事業に取り

組みたいと思います。 

なお、平成24年度の活動実績は、事業報告とし

て会のホームページで公開します。 

交流ひろばのご案内 

シニアネット光では、市民の方々にパソコン

や携帯端末等を、生活の中で便利に使っていた

だきたいとの思いから、交流ひろばを開放して

相談に対応しています。交流ひろばにはパソコ

ン、携帯端末、プリンター等の機材を準備し、

インターネットの環境整備をしてきました。 

パソコンに対して不安をもっ

ておられる方、パソコンに関

心はあるが、どこから取り組

んだらいいか心配、いろいろ

お金がかるのではないか、セ

キュリティの問題が心配、ま

た、使い方について相談した

い、案内状づくりをやってみ 

たい、写真の整理をやってみたい、名簿づくりを

やりたい等、これまでいろんなご相談に、気軽に

お越しいただけるように対応してきました。 

最近では、スマホやiPad等を買ったけれど使い

方がよくわからないと、相談に来られる方も増え

てきました。 

シニアの皆様に、パソコンや携帯

端末の使い方について、アドバイ

ザーの資格を持ったメンバーが親

切に相談に対応しております。 

 交流ひろばの詳細は、会誌の最

後のページに掲載しております。

ぜひお気楽にご来場ください。  



「パソコン入門講座では、最初にマウス操作

や日本語入力を練

習します。２時間

で面白い体験はで

きません。それに

比べると、iPadは

指先だけの直感的

な操作で、いろい

ろ体験できますか

らお楽しみに」と

いうことで講座を

開始しました。 

インターネット検

索のGoogleで手

書き検索をやりま

した。画面一杯に 

「冠」という文字

を指で書くと

ちゃんと

「冠」という

漢字で入力さ

れ 、続いて

「天」「満」と

書くと、ここ 

平成２４年度市民の部活を開催しました。 

らあたりで「冠天満宮」と表示されます。検索

ボタンをタップすると「光市光井・・冠天満

宮・・」が出てきて、これをタップすると内容

が表示されます。 

地図を調べ、料理レシピから旬の食材を検索し

ました。 

また、情報収集だけでなく、ひかり市民活動協

議会の主催ということで、今回の内容には

Facebookを使って情報発信をするところを見

ていただき

ました。 

卵焼きや星

座、Siri(発

話解析認識

インター

フェイス) 

を使って

iPadとの

会話も楽し

みました。 

講座のとき体験しても、iPadから離れると忘

れてしまいます。 

シニアネット光の「交流ひろば」ではiPadを

１２台準備し、機種選定や活用のしかたで困っ

たときの「駆け込み寺」として、あなたのお越

しに備えています。 

「iPadの講座及びセミナー」を各地で開催 
あなたのグループで講座を開催しませんか? 

シニアネット光では今年度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業として、県内各
地で生きがいサポーター
養成講座やiPad指導者養
成講座、iPad体験セミ
ナー及び講演会を開催し
ました。 

iPadはパソコンとは異
なり、手軽に持ち運びが
でき、特別な勉強をする
ことなく、指先で簡単に
操作ができます。アプリ
（応用ソフト）にも、実
務的なものから、脳トレ
ゲームで楽しんだり、写
真や動画の撮影編集もで
き、大きな画面で写真を
見て家族で楽しむことが
できます。また立ち上げ
時間待ちのイライラもな
く、情報の検索や発信が
簡単にできる、とても優
れたツールです。2時間
の練習で、年齢にかかわ
らず、誰でも楽しめるよ
うになります！ 

あなたのグループも、iPadの体験セミナーを開催してみませんか？ シニアネット光は、そのお
手伝いをします。 



「iPadの楽しく便利な使い方」で生活の道具に 

～いろいろなアプリを紹介～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．仲間や遠くに居る孫とテレビ電話で  

         コミュニュケーション 

 FaceTime       Skype 

 

 

 

 

 

 

 

iPadを持っている人  パソコンを使う人 

 

  

２．音楽や映画・動画でリラックス 

YouTube  Gyao  ミュージック 

３．台所棚に持ち込み料理レシピを見なが

ら夕食をつくる  

４．読書をする 

青空文庫にある著作権

が消滅した文学作品を

読む、約11200作品   
       

 

 

周南地域市民活動団体等交流会 

「しゅうなん 元気もの 交流フェスタ」 に参加！ 

前号で紹介しましたが、去る１１月２３日光

市地域づくり支援センターに於いて周南地域市

民活動団体等交流会「しゅうなん 元気もの 

交流フェスタ」が開催されました。交流会には

光市、下松市、周南市から活動分野が違う35

団体が参加し、フェスタの目的でもあるお互い

の活動を理解し交流の輪を広げていくための展

示や発表などが有りました。 

各団体の

ブースでは、

日頃の活動を

紹介したパネ

ルの展示や作

品の展示、中

には作品の即

売もありにぎ

やかな一日と

なりました。 

メインの体

育室では劇団

の芝居の公演

が、ロビーでは紙芝居の公演があり、盛り上が

りました。 

シニアネット光のコーナーでは日頃の活動状況 

をパネルにして展示しました。また今回は、独

立行政法人福祉医療機構の社会福祉支援事業と

して、高齢者の孤立防止と生きがいの向上を目

指した、ICT活

用による生きが

いサポーターの

養成講座に取り

組んでいます。

その講座で使用

している、iPad

（多機能情報携

帯端末）を知っ

てもらうため、

iPadを４台準備

し、ゲームや情

報発信、情報収

集ができること

を手に取って体

験してもらいました。 

当初心配された天気も大事なく、にぎやかな

１日となりました。閉会式の後、屋外で餅まき

があり、フェスタの終わりを盛り上げました。 

次回（第８回）は下松市での開催予定です。 

展示ブース 

iPadでゲームを体験 



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 

『光市情報学習推進協議会』主催 

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 

iPadや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 

★大歓迎 
iPad・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 

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 
iPadや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 

予約は 

要らないよ。 

シニアネット光 会員紹介  堀 幸一 

私は、現在日本中で一番多いと言われる団塊

の世代で、定年後､故郷柳井に戻ってきました。 

出戻りじゃありません、返り咲きです。 

とは言うものの、当初ここでは何ができるの

かさっぱり解らず、取りあえず、現役時代使っ

ていたパソコンがどの程度使えそうか、試しに

パソコン検定３級を受けてみました。 

学科は殆ど満点だったのですが、実技のタイ

ピング操作では思うように指が動かず、初めて

自分の運動能力の限界を知ることになりまし

た。 

しかし、野球には選手とコーチ、ゴルフには

トーナメントプロとレッスンプロがいるよう

に、人にはその時々に応じてできることがあり

ます。 

このことを頭の隅に置き、何気なく市の広報

を眺めていたら、「山口県障害者社会参加推進

センター」のパソコンボランティア募集という  

記事が目に入りました。これならば、まだお役に

立てるかも知れないと、さっそくボランティアに

登録し現在まで活動を続けています。 

身障者の方がパソコンを使うには、困難なこと

もたくさんありますが、その分、目的を達成した

時の喜びようは人一倍で、この瞬間ボランティア

活動していて本当に良かったと感じます。 

昨年は、ボランティア活動の質的向上をめざ

し、シニア情報生活アドバイザーの資格を取得。 

そしてこれを機に、シニアネット光に入会し、

iPadの使い方を習ったり、体験講習会のお手伝い

などをしながら、柳井と光の間を足繁く往復して

います。 

趣味は小規模家庭菜園で、柳井が発祥の地とさ

れる自然薯を、３年前から作っています。 

オクラにジャガイモ、ナス、キュウリなど、無

農薬野菜の味も楽しみながら、さて次はどんな花

を咲かそうか。 

ＮＰＯ法人シニアネット光では、平成24年
度の社会福祉振興助成事業として、独立行政
法人福祉医療機構から、助成事業の認可を得
て活動しております。11月21日広島市中区広
島県情報プラザで、独立行政法人福祉医療機構主

催で助成金に関するセミナーが開催されました。

セミナーは基調講演、実践事例発表、助成事
業内容紹介に続き、出席者の交流会がワーク
ショップ方式で開催されました。 
平成24年度に全国で採択された約400件、総額

18億円の助成は、ＮＰＯ法人が約60％、任意団

体が約23％で、約83％が民間の活動団体です。

独立行政法人福祉医療機構が重点的に支援する事

業は、東日本大震災で被災された方等への支援事 

業、高齢者等の孤立防止に関する事業、児童虐

待防止に関する事業、貧困対策に関する事業で

す。 

最後に行われたワークショップは、いろんな分

野の参加団体と交流でき、今後の活動に対して

いろんなヒントをもらうことができました。  

ＷＡＭの助成金セミナーへ出席  


