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美しいシニアライフを目指し、 

ＩＣＴを活用してまちづくりの助っ人隊として活動します。 

シニアネット光（ＳＮＨ）は、 

  高齢化社会の中で、シニア（概ね５０才以上）の皆さんが社会の担い手と 

  して活動していくための社会参加活動の場を提供しています。 

ＩＣＴ活用普及支援事業 

 

市民活動活性化支援事業 

会員の研修交流事業 
 

 

 

 

 

 

基礎講座のサポ－ター
が、シニア情報生活ア
ドバイザー養成講座を
受講したときのニュー
メディア開発協会村岡
部長の挨拶 

ＳＮＨ 交流ひろば 

市民活動体験講座 

認知症を支える会「福寿草の会」が会の活

動に使用するパソコン

２台をNPO法人イー

パーツからの寄贈を 

ＳＮＨが支援して受け

ることができました。 

会 員 研 修 会 

ふれあいの森なんでも工房 

生涯現役社会づくりフェア  山口県知事を囲んで 

住み良さ日本一の県づくり 

おひろめ☆たい志認定団体 

平成２０年度事業として

山口県住み良さジャンプ

アップ協働事業が採択さ

れ、中高年の地域活動参

加の促進について調査研

究に取組みました。 

まちづくり・社会参加 

        支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



シニアのＩＣＴ活用を支援する 

  シニア情報生活アドバイザー養成

会 誌 第 ３ 号 

平成２０年度活動の歩み 
 シニア世代の『ＩＣＴを活用した豊かな生活』『社会参加の活性化』『生涯学習の推進』 

 『市民参加のまちづくり』を目指し、年間活動計画を策定し積極的に活動してきました。 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）とはシニ

アがシニアのためにＩＣＴを活用して豊かな生活

を送るための支援をする資格者のことです。この

ＳＩＡ制度は経済産業省の外部団体「財団法人

ニューメディア開発協会」が認定するもので、資

格者を県域に増やすために、シニアネットやまぐ

ちと連携して取組んできました。本年度も資格者

の 養 成 講 座 を 開 催

し、新規に６名の資

格者が認定されまし

た。これまで県内で

５２名の資格者がお

り、初心者講座等を

開催しています。 

『シニアネット光交流ひろば』での 

  パソコンの基礎とＩＣＴ活用の学習 

「シニアネット光交流ひろば」は市民および市民

団体に開放し、市民のみなさんがＩＣＴを便利に

活用頂けるように支援しています。パソコンを初

めて触る人、パソコンを便利に使いたい人、パソ

コン操作に困った人、仲間づくりがしたい人のた

めの、ふれあいの交流ひろばです。パソコン、プ

リンターを有し、インターネットも自由に使えま

す。独自の教材とア

ドバイザーが解りや

すい説明、指導も行

います。毎週、月曜

日、金曜日（１３：

３０～１５：３０）

に活動しています。 

 

光市教育委員会と協働事業 

  パソコン学習会とパソコン相談 

光市との協働事業で「光市情報学習協議会」を設

立、多くの市民がパソコンの基本操作とパソコン

の利用により、生活情報を迅速、容易に得られる

ことに必要な学習会、相談会を開催してきまし

た。市内エントリー者で実施するメンバーとして

参加しました。初心者対象の日本語入力の学習

会 、 イ ン タ ー ネ ッ

ト、年賀状、デジカ

メ等の講座を年間３

８回、パソコン何で

も相談を毎週土曜日

に開催、パソコンの

楽しさや便利さを体

験して貰いました。 

山口県は『住み良さ日本一』県づくりを目指し県

民運動を展開しています。この運動の“おひろめ

☆たい志の認定を平成１９年に受けこれまで活動

を続けてきました。本年度は啓発事業として県の

委託を受け、ロゴ入りジャンパーを製作し、県民

運動のＰＲと参画意識の啓発を幅広く展開してき

ました。各種イベン

ト等にスタッフが着

用し、県民運動の盛

り上げを図り、市民

のまちづくり、社会

参加支援の動機付け

を図りました。 

 

市内の多くの市民活動団体で実行委員会を組織し

光市との協働事業で「光市魅力再発見」をテーマ

に市民活動入門講座を開催しました。９つの市民

活動団体で実行委員会を立ち上げ、約２ケ月間に

亘り、開会、閉会イベントの間には、市民活動団

体の活動を一緒に体験し、新しい自分を再発見し

てもらいました。本年度から更に、市民のみなさ

んに広く市民活動を

理解、参加してもら

うために、「ひかり

市民活動協議会」に

参加し、市民に密着

した活動を展開する

ことにしています。 

光市地域づくり推進課と協働事業 

   市民団体で市民参加の体験講座 
老人クラブに出向いて 

   高齢者のＩＣＴ活用講座 

生涯現役社会づくり学会のコミュニティ再構築事

業（オパール事業）として認可を受け、シニア

ネットやまぐちと共催で周南市の老人クラブ（輝

きクラブ）のＩＣＴ活用の環境整備とＩＣＴ活用

講座を行いました。今回は、出前講座としてシニ

アネットやまぐちが所有する相互学習方式の基礎

講座を実施しパソコン学習のノウハウを提供しま

した。今後は、一人

住まいの高齢者の社

会参加を促進するた

めの、ＩＣＴ講座が

老人クラブで自主的

にできる体制の整備

に支援しました。 

山口県『住み良さ日本一の県づくり』 
 県民運動のＰＲと参加意識の啓発活動 



 受 賞 名：第45回二科会写真部 

      山口公募展 奨励賞 

 受賞期日：2008年１１月 

 作 品 名：晩冬の沈下橋 

 写真は最近の作品『化粧する女』 

平成２０年１２月１４日に周南県民局のエントランス

ホール及びさくらホールを会場に周南地区市民団体交

流会が開催されました。ＮＰＯ法人シニアネット光は

日頃の活動をパネル展示で紹介しました。 

また、ステージで光市市民を対象に行なっているＩＣ

Ｔ講座やパソコン相談を行なっている『光市情報学習

推進協議会』活動の発表及び市民団体の体験講座を実

行委員会で実施している内容をステージで発表しまし

た。これまで３年間光市と市民団体が協働で市民のた

めの市民団体体験の場を提供してきました。この講座

を市民団体が連携して実施することで市民団体同士の

交流が生まれ、お互いの連携が強化されました。ま

た、企画運営力もついてきました。平成２１年度から

は『ひかり市民活動協議会』として市民団体の活性化

に向けて中間支援活動に取り組んでいくことも話し

合っています。 

ＩＣＴを活用して市民団体活動の助っ人として活動し

ているシニアネット光は今回のイベントのビデオ撮影

とＤＶＤ制作を担当しました。今回編集制作されたビ

デオは周南県民局の

エントランスホール

でいつも県民のみな

さんに公開されてい

ます。また今回の交

流会がこれから市民

活動をしたいと思っ

ておられる方々との

ふれあいの場にもな

りました。 

周南地区市民団体交流会へ出展 

会員のフォト紹介 

 シニアネット光（ＳＮＨ）は、美しいシニア

ライフを目指して、まちの助っ人隊として活動し

ています。 

このたび「ＳＮＨ交流ひろば」の活用やＩＣＴ

を便利な道具として使い、皆様との出会いとふれ

あいの場として交流を広げるため、「シニアネッ

ト光 友の会」（ＳＮＨ友の会）を２００９年４月

１日から始めます。 

「ＳＮＨ友の会」では、会員同士(個人や市民

活動団体)ともつながっていただいて共に遊び、

共に学び ができる活動を企画していきたいと考

えております。 

会員になりますと、いろいろのメリットもあり

ます。 

「ＳＮＨ交流ひろば」は、インターネット環境

が整っておりますので必要な時にご利用いただけ

ます。 

多くの方々の入会をお待ちし

ています。 

詳しくは、『シニアネット光

友の会』へのお誘いのリーフ

レット又はホームぺージ 

http://snhikari.cool.ne.jp/をご覧ください。  

シニアネット光 友の会発足 

～広く会員を募集中～ 

今、漢字ブームです。次の漢字に1画を追加して、別の漢字を作ってください。字の形は多少不均等と

なる場合もあります。 

パソコンを利用して インターネットで「辞書」機能やIMEパッドを活用して見つけ出すのも一つの

手法ですね。 

（例題） 日 ⇒ 田  申  由  白  旦 など 答えはたくさんあることがあります。 

問題 

 （１）大  （２）代  （３）侍  （４）万  （５）圧  （６）椎  （７）皿 

 （８）持  （９）束    （10）仕   （11）舌  （12）刊  

 正解は、次ページにあります。 

受 賞 名：光市景観フォトコンテスト 

     優秀賞 

受賞期日：200９年２月 

作 品 名：Ｓｕｎｓｅｔ 

受 賞 名：ＳＮＨ第５回 

     フォトコンテスト 優秀賞 

受賞期日：200９年３月 

作 品 名：蕗の薹 

隅 照夫 松田 春雄 重田 由美子 

ク イ ズ ＝漢字に挑戦＝ 



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日間コース 

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 

費 用：無料 

 

光市の民話や古いお話を伝える 

光 紙 芝 居 
私たち、「光紙芝居」は光市に伝わる民話や古い

お話を掘り起こし、自分たちで文や絵を書いて、地

域の皆さんにふるさとの好さを、伝える活動を行っ

ています。 

学校、自治会、地域の施設やいろいろな団体の依

頼を受けて、上演やゲームなどを行うなど地域活動

を行っています。 

活動の１部をご紹介させ

ていただきますとKビジョ

ンで、１年間に渡り光紙

芝居を放映されました。 

定期上演として、毎月第

３土曜日に、室積の「ふ

るさと郷土館」で朝１０

時３０分から１時間上演を行っています。 

お問合せ先 末岡美由紀 

  電話：０８３３－７２－６５８２ 

  携帯：０８０－３８９１－8940 

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：利用料無料 

    個人指導 500円 

★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・超初心者の方も気楽 

来て、見て、触っておもしろ発見！！ 

認知症の人とその家族を支援する 

光市認知症を支える会（福寿草の会光） 
活動の動機、目的 

 認知症の人を抱え、苦悩されている家族を支えたい 

 との思いで発足。また家族が協力して、認知症の人 

 の福祉及び精神保健対策の充実をはかるとともに、 

 家族間の交流を深めていく。 

活動内容 

 月一回例会 

  介護者が、悩みや体験談を気軽に話し、介護の情報 

  交換と勉強をしている。 

 年一回、施設見学、リフレッシュ事業を開催 

     認知症講演会 一般市民対象に開催 

随時開催 

認知症サポーター養成講座 

 認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守る、 

 認知症サポーターをひと 

 りでも増やしていく 

認知症の人を介護しておられ

る方、認知症を詳しく 

知りたい方 

お問合せ先  山下悦子   

電話：0833-72-7337 

予約は要ら

ないよ。 

『光市情報学習協議会』主催 

いい絵が撮れるデジカメ？ 
デジカメがいい絵を撮るのではない、自分で撮るのです！ 
値段が高くて高性能なデジカメ・レンズを買えば、いい絵が撮れるという思い込みは禁物です 
最近のデジカメは失敗が少なく、美しい画像を得られますが、いい絵が撮れるかどうかは別問

題です。 
いい絵を撮るには、向上心と経験が必要！ 
いい絵（自分のイメージに近いＳＨＡＳＨＩＮ）を撮るためにはどうすればいいのでしょう

か。 
カメラやレンズの基本的な知識を学び、そしてそれを実践に活かしていくこと、失敗したとき

に「なぜか」を考え調べて、再度挑戦することだと思います。この繰り返しが、必ずいい絵が

撮れるチャンスを増やしてくれるでしょう。いい絵を撮るにはデジカメの新しい古いは、あま

り関係ありません。 続きは次号で・・ 

デ 

ジ 

カ 

メ 

クイズ回答  （１）木、太、犬、天など （２）伐 （３）待 （4）方 （５）庄 

       （６）稚 （７）血 （８）特 （９）東 （10）任 （11）乱 （12）刑  


