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ＩＣＴ まちの助っ人隊 として活動しています。 

「平成24年度WAM助成事業が完了」 

 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。 

 その様な状況から、特定非営利活動法人シニア

ネット光では、平成24年度の事業として、独立行

政法人福祉医療機構の助成を得て、シニアにも活

用しやすいiPadを活用し、つながりと絆づくりを

目指したサポーターを養成する事業に取り組みま

した。 

 内閣府刊行の平成24年度情報通信白書によれ

ば、インターネットの普及率は60歳代で70％、

70歳代で43％と年々増加しています。 

 今回、シニアにとって利用しやすいツールであ

るiPadを活用して、交流の活性化や仲間づくりを

サポートする、「生きがいサポーター」の養成を

目指し、iPadの活用方法の習得と、サポーターと

して活動す

る た め の

ニーズの把

握調査を行

いました。 

 昨年の5

月にiPadの

普及に早く

から取り組

んでおられ

る、東京の

シニアSOHO三鷹 iPad研究会を訪問し、代表の

山根明さんから先進地としての知見やノウハウを

伺うことから始まりました。6月には三鷹iPad研

究会から山根代表をお招きして講演会を開催し、

県内各地から110名の方に参加していただきまし

た。また同日、三鷹iPad研究会の主任講師の三好

みどりさんにより、iPad体験交流会を開催し40

名の方々に参加していただきました。 

 6月の初めから、シニアネット光の会員でiPad

の勉強会を開始し、講座で使用するマニュアルの

作成にも取り組み、生きがいサポーター養成講座

の開催に備えました。 

 

 8月から生きがいサポーター養成講座が始ま

り、県内4箇所で計12回の講座を開催し、47名

のサポーターを養成することができました。また

光市と山口市で、iPad体験セミナーを開催しまし

た。 

 生きがいづくりサポーター養成講座では、アン

ケートを実施すると共に、意見交換会を開催し、

サポーターとして活動するためのニーズを把握し

ました。 

 今回の事業に取り組むことで、iPadがシニアに

とって交流や仲間づくりへ有効な道具となること

が分かりました。しかし、iPadそのものを知らな

い人も多く、使う必要性を感じていない方が多い

のが現実です。今後どのようなことへ利用できる

か等、シニアの不安を払しょくするための啓発が

必要であることを、改めて感じました。市民に対

してiPadを体験するセミナーや、活用してもらう

ための講座を、継続して開催していくことが必要

であり、iPadを活用してもらうためには、きめ細

かい相談に対応していくことが重要です。 

 今後は、今回の事業で関係のできた先進地と連

携し、iPadの活用についての情報交換に取り組

み、今回でき上がった県内各地の団体と連携し、

県域の各市で、生きがいサポーターのさらなるレ

ベルアップを図りたいと思います。 

 シニアネット光では、一般市民にICTを活用し

てもらうため、会の事務所である「交流ひろば」

を相談場所として定期的に公開しています。今後

は、iPadも含めた相談に対応していき、市民に寄

り添ったiPad活用への相談体制を充実していきま

す。 

 社会福祉法人の職員を対象にしたiPad体験セミ

ナーを開催できたことから、社会福祉分野での

iPadの活用について課題も見えてきましたので、

具体的なテーマについて課題の解決に取り組んで

いきたいと思います。 

 今後も引き続き、今回の事業で得られたニーズ

に対応した、iPadを活用したつながりづくりと、

絆づくりの推進に取り組んでいきたいと思いま

す。 



iPad研修 iMovie講座 

相手に何かを伝えようとするとき、動画はその

手段としてとても有効です。 

シニアネット光では県内４団体と連携し、iPad

を有効に活用する活動を展開しており、その活動

の一環として、サポーター養成講座を受講した方

を対象に、撮影した静止画像や動画をうまく組み

合わせてムービーを作る学習会を開催しました。 

iPadにはiMovieという動画作成アプリがありま

す。東京の三鷹iPad研究会から岡絵美先生を講師

としてお招きし、宇部、周南ほか各地から受講者

が参加しました。 

準備していただいたテキストは文字が大きく、

写真も多く、と

ても分かりやす

く作られていま

した。これまで

パソコンで動画

編集の経験者も

参加されました

が、iMovieには

あまり込み入っ

た複雑な機能は

なく、それこそ「指先で操作」できて、受講者が

満足できる作品を作ることができました。その内

容を少しご紹介します。最初の作業は、準備した

静止画や動画をどの順に並

べるか、再生時間を何秒に

するか、写真の切替効果を

どうするかなどストーリー

を決めることです。 

 左の図がiMovieを立ち上げたときの画面 

 右の図が編集画面です。 

上段左にiPadの中の写真を表示させ、下のタイム

ラインに順に配置します。 

BGMを入れることもできますが、YouTubeなど

で公開するときは著作権侵害をしないようにする

ことなどの注意点も学びました。 

宇部から参加された受講者は、ムービー編集が

初めての体験で、大変満足されていました。 

iMovieをはじめ、iPad操作の体験を希望される

方は、シニアネット光の交流ひろばへ遠慮なくお

越しください。 

 前回までにレシピのアプリや、道具として便利

な標準アプリについてご紹介しました。iPadは、

自分にとって便利で役に立つアプリを入れること

により、更に活用することができます。今回は無

料のカレンダーとネットラジオについてご紹介し

ます。 

 iPadには標準のカレンダーがあり、機能も比較

的優れていますが、無料で更に便利なアプリがあ

り ます。アンド ロイド のス

マートフォンで定評のある、

「ジ ョ ル テ」と い う ア プ リ

が、つい最近iPadに対応しま

した。見た目がビジネス手帳

のようで分かり易く、グーグ

ルカレンダーやご自分のスマ

ホのジョルテとのリンクが可能で、スケジュール

の一元管理ができるようになります。 

 標準カレンダーでも六曜（大安・仏滅）の表示

が可能ですが、ちょっとややこしい設定が必要で

す。その点ジョルテは標準機能にあります。標準

カレンダーでは、ToDoはリマインダーという別

のアプリを用いますが、ジョルテはToDoの機能

もあります。  

 パソコンでグーグルカレンダーをお使いの方

は、ジョルテにそのスケジュールをリンク（取り

込む・同期）ことが可能です。仕事はグーグルカ

レンダー、プライベートはジョルテで管理のよう

なことが、ジョルテで両方を管理することができ

ます。 

 ネットラジオとは、インター

ネットで世界中のラジオ番組を

聴くことができるアプリです。

今回ご紹介するものは、洋楽が

お好きな方にとってこれほど便

利なものはありません。iPadで

BGMとして音楽を流しながら、他のアプリで作業

を す る こ と が で き ま す。そ ん な ア プ リ が

「AccuRadio」というものです。音楽のジャンル

は非常に幅広く、50以上もあり更にそれぞれが

10近くも別れていて、その中には何10曲もあり

ます。50年代のポップスやジャズから、クラシッ

クはバロック音楽からアバンギャルド、更には作

曲家別のものもあります。カントリーミュージッ

クやブルーグラス、民族音楽まで本当に何でもあ

るといっても過言ではありません。どうぞお楽し

みください。 

～便利なiPadの無料アプリのご紹介～ 



シニアネット光の「交流ひろば」はパソコンやiPadの駆け込み寺  

初心者にとって、パソコンやiPadなどのIT機器は、そのトラブルがとても不安なものです。分厚

いマニュアル本もありますが、自分の知りたいことがどこに掲載されているか、見つけるのも大変

です。そんなとき、傍にサポートしてもらえる人がいると、とても嬉しいものです。私たちシニア

ネット光の会員は「まちの助っ人隊」として活動しようと「交流ひろば」を用意し、駆け込み寺の

ように気楽にお越しいただきたいと思っています。 

 

さて、最近急速に普及しているタブレット型携帯端末をご存じでしょうか。 

タブレット型携帯端末は指先だけで直感的に操作ができ、中でも iPad は安全性

が高く、高齢の方でも安心して使いこなすことができます。 

購入の際の迷い、初期設定の不安、購入したけれど使い方が分からない、基本操

作を練習したい、アプリの利用例を知りたい、アプリの買い方を知りたい、使用

中のトラブルが不安などへの対応をいくつか紙面でご紹介します。 

★購入に際して iPad ２種類のモデル 

①Wi-Fi ＋ Cellular モデル （携帯電話の電波を受けて、どこでも使える 通信料がかかる） 

②Wi-Fi モデル （Wi-Fi電波環境のある場所で使える このための通信料はかからない） 

 

 

 図中で 

 赤色系のところは有料 

 青色系のところは無料 

 

 販売店により 

 扱うモデルやお薦めモデルが  

 異なるので要注意！ 

 

 購入後に相談に来られて、二 

 重の通信料を支払うことに 

 なっていることが分かった方 

 がありました。 

 購入前にお越しください。 

★初期設定 

購入して、最初にやる Apple ID の取得や各種設定のお手伝いをします。 

★基本操作・iPadでできること 

iPadとはどんなものか、どんなことができるか、一度触ってみたら分かります。 

シニアネット光では、１２台のiPadを準備し、操作体験をしていただくことができます。 

★アプリの購入 

iPad専用アプリケーションは約１０万個と言われています。 

無料のもの、８５円のもの、数百円のもの、このレベルでかなり高い機能を持っています。 

シニアネット光の会員がどのように使っているかを見ていただくこともできます。 

便利なアプリの探し方、購入のし方のご相談に応じます。 

★トラブル対応やレベルの高い使い方について 

iPadとパソコンは別物で、それぞれ得手・不得手があります。 

めったにトラブルは起こりませんが、操作が簡単な故に手順書があまり作られていません。 



タブレット端末であるiPad

は、シニアにやさしい便利な

道具です。シニアネット光で

は、市民の駆け込み寺として

「交流ひろば」で皆様に寄り

添った相談対応をしておりま

す。ぜひご活用ください。 

はじめてでも安心！いくら聞いても安心！ 

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。 

曜 日：月曜日、金曜日     
時 間：13:30～15:30 
費 用：個人指導 500円 

 シニアネット光では、会計年度を1月1日開始 

12月31日締切りとして活動しております。 

 この度、平成24年度実施報告書を、所管庁の

山口県へ提出しました。山口県では、県内ＮＰＯ

法人の実施報告書をＮＰＯ法人データベースとし

て下記サイトで公開しています。 

http://npo.pref.yamaguchi.lg.jp/ 

 シニアネット光の活動にご理解とご支援をいた

だいております皆様へ、情報を公開するため、シ

ニアネット光のホームページでも実施報告書を公 

開しました。 

 平成24年度はＮＰＯ法が改正され、活動分野 

が追加となり、計20分野に拡大されました。 

 シニアネット光では今回の改正へ対応するた

め、定款の改定を行いました。また、ＮＰＯ活動

をよりわかりやすく情報発信を行なうため、活動

計算書に基づき会計報告を行っております。 

 これからも一層情報公開に努めていきたいと思

います。日頃からシニアネット光の活動に対して

ご理解とご支援をいただき感謝致します。 

「光市情報学習推進協議会」は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

のお手伝いをしています。｢シニアネット光」は、協議会へのエントリーメンバー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。詳細は毎月の光市広報１０日号にも載っています。  

開催日（曜日） 講座内容 

 5月15日（水） 回覧板作成 

 5月29日（水） ｉPad体験 

 6 月 5日（水） 住所録作成 

 6月19日（水） アルバム作成 

 9月 4日（水） ｉPad体験 

 9月18日（水） アルバム作成 

10月 2日（水） 年賀状作成 

10月16日（水） 年賀状作成 

11月 6日（水） 年賀状作成 

11月20日（水） 年賀状作成 

12月 4日（水） 家計簿作成 

 1月15日（水） チラシ作成 

 1月29日（水） 回覧板作成 

開催日（曜日） 講座内容 

 7月 3日、10日（水） エクセル入門 

12月18日、25日（水） はじめての案内状作成 

 2月12日、19日（水） 自治会会計 

 3月 5日、12日（水） 自治会会計 

◎受講料(含む資料代) 

   1日コース   500円  

   2日コース 1.000円 

◎対象：市内に居住または通勤のパソコン初心者 

◎会場：光市地域づくり支援センター 

◎定員：各講座とも6名（先着順） 

◎申込方法：希望講座名、月日、住所、氏名、性別、 

      年齢、電話番号、パソコン持参の有無 

      をご記入の上、電話、FAX、ハガキ 

     または、電子メールでお申込みください。 

◎パソコンは各自で持参ください。 

（有料貸出機が若干台数あります。先着順） 

パソコン学習会（１日コース） パソコン学習会（２日コース） 

◎申し込み・問合せ 

  光市生涯学習センター  

 〒743-0011 

  光市光井四丁目28番1号 

   ℡(0833)-72-3447 

   FAX(0833)-72-3578 

   E-mail 

  manabing@edu.city.hikari.lg.jp 

平成２４年度の実施報告書を公開しました 

平成２５年度 光市情報学習推進協議会のパソコン学習会を開催します 
  多くの初心者の方の参加をお待ちしています 


