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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。 

 

   住み良さ日本一県づくり ジャンプアップ事業に取り組み 

      中高年の地域活動促進について調査研究 

はじめに 
 山口県では住み良さ日本一の県づくりを目指して市民

参加の活動を進めています。 

 住み良さ日本一の県づくりの施策の中で生涯現役社会

づくりへの取り組みも重点活動の１つになっています。 

 平成２０年度事業としてＮＰＯ法人シニアネット光が

中高年の地域活動参加促進に関する事業提案を昨年５月

に行ないました。７月のヒヤリングを経て、事業が採択

され「中高年の地域活動参加促進について」の調査研究

事業に取り組みました。県内で１０件の事業が認可され

一同に会しての最終報告会が３月２５日に県庁で行われ

発表報告を行ないました。 

 採択から約８ヶ月間に先進地視察、市民意識調査アン

ケートを実施し調査報告結果を提出しました。 

事前調査 
 中高年の地域活動参加に積極的に取り組んでいる全国

の先進地調査を進めるため、メンバーでこれまで公開さ

れた情報についてインターネットを活用して事前調査を

行ないました。 

 生涯現役、行政との協働、自主活動、団塊世代意識調

査などのキーワードで検索を行い、１次調査で約５０件

の先進地事例をピックアップし、その後の調査でそのう

ち１９件に絞り込み現地に出向いてヒヤリングを行ない

ました。 

先進地調査 
 埼玉県で団塊世代の社会参加促進に取り組むためシニ

ア活動支援センターを３年間のモデル事業として団塊の

世代のメンバーが中心になり企画、運営している事例や

宝塚市で実施されている中高年のＮＰＯ法人が企画運営

している地域活動参加プログラムはいずれも当事者であ

る中高年が自主企画として取り組んでいる事例でした。

その他福岡県古賀市では学校と連携したコミュニティ活

動の事例や福岡市で開催された生涯現役フェスタ等につ

いても調査しました。また平成２０年度の日経地域情報

化推進大賞を受賞した兵庫県で取り組んでいる地域ＳＮ

Ｓについても調査を行ないました。中高年の地域参加は

中高年自身の課題として当事者である中高年が自分の課

題として取り組んでいくことがもっとも有効であること

わかりました。また活動を行うための場所を行政が提供

している事例が活動を継続するためには重要であること

がわかりました。また先進事例では行政と市民団体とが

協働で取り組んでいることがわかりました。 

アンケート調査 
 中高年の社会参加への意識調査は企業人と一般市民に

ついてアンケートを実施しました。アンケート設問につ

いては平成２０年３月に東京都三鷹市で団塊の世代を対

象に調査されたものを参考に設計しました。アンケート

は企業人と一般市民を対象に個別にアンケートすること

にしました。 

 企業については市内の企業に協力をお願いし３２８件

の回答をいただきました。また一般市民についてはメン

バーが手分けして配布及び回収を行ない、３７７件のア

ンケートを回収することができました。アンケートの分

析についてはフリーソフトであるアンケート君を利用で

きるようにインプットの設計を行ないました。アンケー

トの分析についてはメンバーで再三検討会を実施しクロ

ス集計結果なども参考にして行ないました。一般市民の

アンケート結果からは地域のおいてはサークル活動への

参加と同じように自治会などのコミュニティ活動への参

加が主たる活動の場になっていますが、企業人からはコ

ミュニティ活動やボランティア・ＮＰＯ活動などがあま

り魅力的に見えていない結果がでています。地域からの

情報発信と参加の場の提供がもとめられていることがわ

かりました。またインターネットの活用度については三

鷹市と光市ではあまり違いがありませんでした。今やイ

ンターネットの活用が有効な手段になっていることもわ

かりました。概ね５０歳以上のメンバーで構成するシニ

アネットが全国各地で活動しております。 

今後の活動 
 ＩＣＴ講習をきっかけにスタートした各地のシニア

ネットも１０年が経過し地域の課題の解決に向けてのま

ちの助っ人隊として活動しております。ＮＰＯ法人シニ

アネット光もまちの助っ人隊として中高年の地域参加へ

の啓発活動や情報発信を行っていきたいと思います。交

流ひろばを開放しての参加の場の提供や市民で構成する

情報学習推進協議会でのＩＣＴ活用講座や市民団体同士

で企画運営する市民体験講座などへ今回の調査結果を反

映していきたいと思っています。中高年の知恵と経験を

地域づくりに発揮することが求められています。地域に

はおもしろい活動テーマが沢山あります。これからも地

域づくり活動へ参加する機会と場の提供に努めていきた

いと思います。 

最終報告会 ー山口県庁ー 



『シニアネットフォーラム２１ｉｎ東京 ２００９』全国から５０団体 ３５０名が参加 

     福森代表理事がワークショップで課題提供・交流広場にパネル出展 

 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」主催の「シニアネットフォーラム２１in東京

2009」が、２月２６日(木)～２７日(金)に、東京日本青

年館で開催されました。全国から、５０団体、３００名

の参加で、シニアネット光からは４名が参加し盛会に実

施されました。 

 急速に進むな高齢化社会に対応すべく、経済産業省は

高齢者が情報技術(ＩＣＴ)を活用して、楽しく充実した

生活を送り、社会の発展のために活躍できるよう「高齢

者自立型・参加型情報化社会」を目指した構想を提唱し

ています。 

 「ニューメディア開発協会」は、この構想を実現する

ためにいろいろな事業を展開してす。  

 また、社会参加活動を具体的に展開している「シニア

ネット」は全国に多く存在しています。 

このフォーラムは『シ

ニアが変わる、地域が

変わる、シニアネット

の更なる飛躍！～シニ

アパワーが新しい文化

を創る～』をテーマ

に、全国の「シニアシ

ニアネット」が結集

し、基調講演、パネル

ディスカッション、ワークショップ、交流広場等で活動

報告、討論を通して一層の活性化、飛躍を図る決意をす

るものです。 

 ワークショップでは「シニアの生き甲斐を創出、魅力

あるニニアネットとは」をテーマに福森代表理事が課題

提供者として、シニアネット光の活動状況を中心に問題

提議を発表し、参加者との活発な討論が行われました。 

 交流広場では、全国で活躍するシニアネットの中から

推せんされた20団体がパネル展示をしました。シニア

ネット光も推せんを受け、活動理念、活動状況をパネル

展示し、住み良さ

日本一「おひろめ

☆たい志」の幟を

掲げＰＲしまし

た。 

 全国シニアの多

くの人との出会

い、語らいで今後

の活動にも役立つ

有意義なフォーラ

ムでした。 

詳しくは、 

http://www.npo-idn.com/snf21-2009tokyo/

sokuho/をご覧下さい。 

 

光市情報学習協議会の年間学習計画が決まる 

パソコン初心者の多くの参加をお待ちしています 

 

日   程 講  座  内  容 

  6月  3日（水）  パソコンってなにができるの？ 

  6月17日（水）  チラシづくり 

  7月  8日（水）  パソコンの買い方 

  7月22日（水）  デジタルカメラは便利 

  8月  5日（水）  メールの送受信 

  8月19日（水） 
 写真整理  

（ファイルとフォルダー） 

  9月  2日（水）  アルバムづくり 

  9月16日（水）  チラシづくり 

「光市情報学習推進協議会」は光市

との協働事業で、市民が市民のため

に、パソコンの基本操作を学んでい

ただき、パソコンを道具として使う

ことで、より便利な生活をおくるこ

とができるように活動をしていま

す。また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

くためのお手伝いもしています。一

緒に活動したいと思われる方はぜひ

ご参加ください。  

 「シニアネット光」は、協議会へ

の市内エントリー者の一員として学

習会の企画、講師、サポーター等に

参画しています。 

詳しくは毎月の光市広報にも載って

ます 

 

パソコン学習会（２日コ―ス）：前期 

パソコン学習会（１日コ―ス）：前期 〇受講料 ２日コース：１，２００円（含む資料代） 

     １日コース：  ６００円（含む資料代） 

〇対 象 市内に居住または勤務のパソコン初心者 

〇会 場 光市生涯学習センター学習室（光井公民館内） 

〇定 員 各講座とも１２名 

〇申込方法 

 希望講座名、月日、住所、氏名、性別、年齢、電話番号 

 をご記入の上、電話、ハガキ、FAX、または電子メールで 

 申し込みください。（先着順） 

 

〒743-0011光市光井４丁目28番1号  

 光井生涯学習センター（光井公民館内） 

TEL（0833）72-3447 FAX（0833）72-3578 

E-mail:manabing@edu.city.hikari.lg.jp  

日   程 講  座  内  容 

6月11日（木）、 12日（金） はじめてのインターネット 

6月25日（木）、 26日（金） 
はじめてのデジカメとパソコン 

 （写真の取り込み・整理） 

7月 16日（木）、17日（金） 
はじめてのパソコン 

（ マウス操作・日本語入力 ） 

7月 30日（木）、31日（金） はじめてのインターネット 

8月 6 日（木）、  7日（金） 
はじめてのデジカメとパソコン  

（写真の取り込み・整理） 

8月 27日（木）、28日（金） 
使って便利なチラシ・回覧板・案内状の作成 

（ワード） 

9月 10日（木）、11日（金） 
はじめてのデジカメとパソコン  

（写真の取り込み・整理） 

9月 24日（木）、25日（金） 
住所録や会員名簿を作ろう 

（エクセル） 

熱気溢れる全体会場 

主催者のH.Pにも紹介の交流広場のパネル 



 環境学習はグローバルに、活動は身近に出来ること

から楽しく取り組んでいます。 

・小学校の児童や地域市民と協働 

 で、山口県の絶滅危惧種である 

 「ギフチョウ」の保全活動 

・光市が誇る伏流水（水道水）の 

 美味しさと愛飲のPR 

・島田川エコデザイン事業（行政・市民３団体との 

 協働） 

・ごみの減量の推進 

・竹炭づくり  など 

毎月第1木曜日に光井公民館で例会を開き、環境学

習や活動の企画、計画を話しあっています。 

 

 

お問い合せ先  藪（ヤブ） 博昭 

 電話兼FAX ０８３３－７２－５０５８ 

平成２１年４月２３日 光地域づくり支援セン

ターにおいて、シニア情報生活アドバイザー資格

更新研修を行いました。 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）制度は

シニアがパソコンやインターネットを活用して生

活をより楽しくする方法や、社会参加・貢献のた

めに役立てる方法をアドバイスする役割を担う人

材を養成する制度で、資格取得後３年おきに更新

研修会を実施しています。 

今回の研修会には、宇部から３人、周南から４

人、光から１０人が参加しました。この研修会の

ために作られたテキストを基に特にInternet 

Explorer８の新機能と操作方法、今年２月２６～

２７日に東京で開催されたシニアネットフォーラ 

ムin東京2009に参加したことの報告、地域ＳＮＳ

「うべっちゃ」の説明を受けました。            

ＳＮＳとはソーシャルネットワーキングサービス

のことです。「うべっちゃ」は宇部市を中心に今年

２月に開設されたもので、シニアネット光の仲間も

数人が加入しています。 

また、参加者１人

１人が自分の２年間

の進歩や楽しみ方を

発表するなど、楽し

い情報交換ができま

した。 

 

 だれでも好きな本が自由に読めるという 

環境づくりをめざしています。 

  「やまびこ文庫」は 

     室積公民館2階の図書室にあります。 

利用できる日は下記の通りです。 

    ☆毎週水曜日   午後3時半～5時 

☆毎月第2土曜日  午後3時半～5時 

☆第1･3水曜日には「わくわく教室」として学校

帰りの子ども達が集まり、季節の行事や工作を

して過しています。 

3時半からは「おはなし会」もあります。 

約7000冊の児童書があり、どなたでも借りる 

ことが出来ます。貸し出し期間は2週間です。 

本の管理は、シニアネット光の作成した「図書管

理システム」で運用しています。 

お問い合わせ 室積公民TEL 0833-78-0267 

２ 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）資格更新研修を開催 

シニアネット光から１０名更新 

 次の漢字に1画を追加して、別の漢字を連続して作ってください。1画はこじつけや字の形は多少不均等となる場合

もあります。パソコンの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） （一）→（二）→（三） 

 

１）（人）→（ ）→（ ）               ２）（人）→（ ）→（ ）→（ ） 

３）（口）→（ ）→（ ）→（ ）           ４）（口）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ） 

５）（口）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ）   

正解は、次ページにあります。 

ク イ ズ ＝漢字に挑戦＝ 

地域の自然との共生をめざして 

           ひかりエコメイト 

子どもと本を通してふれあい 

             やまびこ文庫 

子どもたちとの 

   楽しいふれあい 



『シニアネット光友の会』会員募集中 

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、シニアネット光ホームぺージ 

http://snhikari.cool.ne.jp/をご覧ください。   

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 

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 

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！！ 

予約は要ら

ないよ。 

『光市情報学習協議会』主催 

写真が上手いってなんだろう？ 

 写真に上手い下手という言葉は不適切  

 写真は技術も大切ですが、それよりももっと大切なのは「自分が持っている感性」だと思います。そし

て、その「感性」は一人一人違っています。そう考えるＫａｔｓｕｍｉにとっては「写真が上手い」と言

われても、いまひとつピンときません。「感性｣には上手いも下手もないと考えるからです。 

● 写真は誰でも上手くなれる！ 

 ただ、ひとつ言えることは、「写真が上手い」と言われる方は、「カメラの心得がある」ということで

しょう。「カメラの心得」がある人は、カメラやレンズのことを熟知しており、普段人が見ない目線や、

人の目とは違った表現ができるレンズやフレーミング、それに露出を選んでいます。ここが一般に言われ

る「写真が上手い」ということになるのだと思います。 だとすれば、誰だって写真が上手くなれます。

カメラのことやレンズのことを知り、それなりの実践経験を積めばいいわけですから。もちろん、それな

りの時間は、必要となりますけどね。 

デ 

ジ 

カ 
メ 

シニアネット光 友の会 

『蕎麦打ち』に挑戦～誰でも自由参加～ 

２ 

会員のフォト紹介 
作  者：松田 春雄 

受 賞 名：ＳＮＨ第６回フォトコンテスト 優秀賞 

受賞期日：200９年４月 

作 品 名：梅（モデル撮影会） 

作 者：重田 由美子 

受 賞 名：ＳＮＨ第７回フォトコンテスト 優秀賞 

受賞期日：200９年５月 

作 品 名：桜（幹に咲いた花） 

クイズ回答 （答え）の例 

 １）（人）→（大）→（天・犬など） 

 ２）（人）→（大）→（木）→（本・禾・末・未など） 

 ３）（口）→（日）→（白）→（百） など 

 ４）（口）→（日）→（田）→（由）→（申・曲など） 

 ５）（口）→（日）→（旦）→（亘）→（車）→（軋） 

自分で蕎麦を打って その場で食べよう！！ 
・日  時 ６月１４日（日） ９時現地集合 

・場  所 光井公民館２階 実習室 

・指 導 者 守田 裕子さん 

・参 加 費 800円 当日徴収 

・申込期限 ６月９日（火） 

・申込方法 氏名 電話番号を記入し 

      FAX  050-1476-1874 

                  E-mail snhtomonokai@yahoo.co.jp 

・持 参 物 自分の「箸」「皿」を持参下さい。  


