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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。 

  『生涯現役社会づくり学会 第６回大会』 

      福森代表理事がシニアネット光の活動状況を発表 

 「生涯現役社会づくり学会」は、平成１６年に山

口県の生涯現役社会づくりを目指して、研究者や地

域活動家、行政、企業のメンバーが参加し、「動き

ながら考える学会」、として発足したものです。Ｎ

ＰＯ法人シニアネット光は賛助会員として学会の活

動に参加しています。 

 平成２１年度の大会が平成２１年６月２７日に宇

部市ふれあいシルバーセンターで６０名以上の会員

の参加のもと開催されました。 

大会は研究報告４例の発表及び生涯現役社会づくり

学会が事業認可しているコミュニティ再構築事業で

あるオパール事業について、平成２０年度に実施さ

れた４事業についてパネルディスカッションが行な

われました。 

 研究報告でＮＰＯ法人シニアネット光が平成２０

年度の山口県住み良さジャンプアップ協働事業で実

施した「中高年の地域参加促進についての調査研究

事業」について発表を行いました。先進地１９箇所

の調査及び市民を対象にした地域参加への意識調査

アンケート結果について紹介しました。 

 中高年の豊かな経験や技術を社会資源として地域 

活動へ能力を発揮する場と機会の提供することを行

政と市民が協働でつくりあげていくことが大事であ

り、そのためには当事者である中高年が参加のため

の企画運営にかかわっていく仕組みつくりをしてい

くことが求められています。また、地域から企業で

働いている方々へ地域での活動が魅力的であること

を積極的に情報公開していく必要があります。 

 パネルディスカッションでは、宇部シニアＩＴ

ネットから市民と行政の協働で立ち上げた地域ＳＮ

Ｓ（ソーシャル ネットワーキング サービス）

「うべっちゃ」の紹介がありました。地域ＳＮＳは

全国で４００以

上のシステムが

利 用 さ れ て お

り、今後２１世

紀の井戸端会議

として地域交流

の場として生か

していくことが

期待されていま

す。 
 

  光市で初めて『ひかりエコフェスタ２００９』が開催される 

   シニアネット光も参画している光市情報学習協議会からパネル参加 

「見て、聞いて、体験して、楽しみながら環境を学ぼう！！」をテーマに、市民の環境意識

の高揚を図るため、市民・事業者・行政が一体となった市民参加型の『ひかりエコフェスタ

２００９』が８月９日（日）に光市民ホール全体を使って開催されました。 

 シニアネット光が参画している「光市情報学習推進協議会」では、パソコンのリサイクル

やインクカートリッジの回収などについてパネル展示で参加しました。 

 また、講演では、風呂敶の活用セミナーや「住田弁護士」の行列ができる環境講座「未来

のために 今私たちにできること」がありました。 

   大会会場の模様 

多くの参加者で盛会な会場 光市情報学習協議会のエコパネル 講演中の住田弁護士 



『中国・四国・九州地区 生涯学習実践研究交流会』 

    福森代表理事がＩＣＴを活用したまちづくりと市民活動支援について実践発表 

 「まちづくり」「ひとづくり」に取り組んでいる関係

者が一堂に会し、実践発表を通して相互交流を図る交流

会が、福岡県立社会教育総合センターを会場に開催され

ました。 

今年が第２８回大会となる中国・四国・九州地区生涯学

習実践研究交流会が５月１６日（土）～１７日（日）４

３０名を超える参加のもと開催されました。 

 この交流会は昭和５７（１９８２）年に、「九州地

区」の生涯学習事例を発表したところから始まり、第１

４回大会（平成７年）から「中国・四国」までエリアを

拡大した交流会として開催されているものです。この交

流会は入会費・年会費は取らずに基本的には集まった人

の参加費で運営し、日本生涯教育学会九州支部と中国・

四国・九州地区の生涯学習に関係する有志が手づくり・

手弁当の集まりで運営されているものです。 

 第２８回の大会では、２８の事例発表、特別報告・イ

ンタビュー・ダイアローグ等の特別企画などが行われま

した。事例発表は、「青尐年関係」、「高齢者関係」、 

 
 

「まちづくり」、「民間・NPO関係」の分科会が同時進行

で行なわれ、聴きたい事例を選びながら会場を移動して参

加する形になっています。 

 今回事例発表をＮＰＯ法人シニアネット光が「まちの

助っ人隊－ICT（Information and Communication 

Technology）を活用したまちづくりと市民活動支援方

策－」と題して事例発表を行ないました。 

会がこれまで活動してきたＩＣＴ普及支援活動、まちづく

り・市民参加支援活動、市民団体活動支援活動、研修交流

活動について、中高年の地域活動参加の事例として活動を

紹介しました。 

 山口県では人づくり・地域づくりフォーラムとして全国

各地の先進事例の活動事

例の発表が開催されてい

ま す。第 ５ 回 の 人 づ く

り・地域づくりフォーラ

ムが平成２２年２月１３

日、１４日セミナーパー

クで開催されます。  

光市情報学習協議会の後期学習計画 

パソコン初心者の多くの参加をお待ちしています 

 

「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（１日コ―ス）：後期 

パソコン学習会（２日コ―ス）：後期 

〇受講料（含む資料代） 

     ・２日コース：１，２００円    

     ・１日コース：  ６００円 

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。 

  

〒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 

 9月 10日（木曜日）、11日（金曜日） はじめてのデジカメとパソコン  

 9月 24日（木曜日）、25日（金曜日） 住所録つくり（エクセル） 

10月  8日（木曜日）、 9日（金曜日） 簡単なチラシづくり（ワード） 

10月29日（木曜日）、30日（金曜日） 住所録つくり（エクセル） 

11月12日（木曜日）、13日（金曜日） 簡単なチラシづくり（ワード） 

11月26日（木曜日）、27日（金曜日） はじめてのパソコン 

12月10日（木曜日）、11日（金曜日） 簡単なチラシづくり（ワード） 

12月17日（木曜日）、18日（金曜日） はじめてのインターネット   

 1月 14日（木曜日）、15日（金曜日） はじめてのパソコン 

 1月 28日（木曜日）、29日（金曜日） はじめてのインターネット  

 2月 11日（木曜日）、12日（金曜日） はじめてのデジカメとパソコン  

 2月 25日（木曜日）、26日（金曜日） 自治会会計簿つくり（エクセル） 

 

日   程 講  座  内  容 

  9月  2日（水曜日）  アルバムづくり 

  9月16日（水曜日）  チラシづくり 

10月  7日（水曜日）  写真整理 （ファイルとフォルダー） 

10月21日（水曜日）  住所録をつくろう  （ エクセル ） 

11月  4日（水曜日）  年賀状  （文面） 

11月18日（水曜日）  年賀状  （文面） 

12月  2日（水曜日）  年賀状  （文面） 

12月16日（水曜日）  年賀状  （文面） 

  1月20日（水曜日） 
 簡単な家計簿の作成 

（多尐、エクセルをやったことのある方） 

  2月  3日（水曜日）  デジタルカメラは便利 

  2月17日（水曜日）  アルバムづくり 

１日コースは講座内容が変更になる場合があります。申込みの時、講座内容をご確認下さい。 

実践事例の様子 



 次代を担う子どもの情緒教育の場として、また仲間

同志の研鑽の場としてとらえ、人形劇を通して親子が

共通の場でもっと触れあえるよう、そして絆が深まる

ことを願い、より多くの親子と楽しく交流できる広場

を定期的につくり人形劇の輪を広げます。 

 

１．年１回「光人形劇フェスティバル」 

  （このゆびとーまれ）開催 

  ★プロ人形劇団  県内アマチュア人形劇団 
   紙芝居  パネルシアター  ワークショップ  共演 
２．人形劇普及のため、地域公演への人形劇団斡旋 

３．諸団体の文化活動に参加 

 子どもたちが置かれている環境が病んでいます。 

私たちが果たす役割は大きいと信じ、次回につなぎ

ます。 

 

お問い合せ先  兼清 昌子 

   電話 ０８３３－７７－０２４８ 

シニア情報生活アドバイザー制度は、シニア情

報生活アドバイザー（以後ＳＩＡ）を養成し、そ

の活動をとおして多くの高齢者がパソコンやイン

ターネットを活用し、より楽しく生き生きとした

活動的な生活を送れるようにすることを目指し、

高齢者の生きがい創出や社会参加を促進し、実り

豊かな高齢社会の実現を図るための制度です。 

ＳＩＡとして自分の得意分野や趣味・関心を活

かし、自らが学び、学んだことを活かし、仲間と

共に豊かな心で生活できることは素敵なことだと

思います。 

今年、７月上旬から８月にかけて４日間の養成

講座を開催しました。島根県浜田市から２人、宇

部市から１人、計３人が受講されました。 

 養成講座の内容は、ＳＩＡ制度の説明、パソコン

操作の基礎、インターネットの利用、講義案の作成

講師体験、活動のための基礎知識、活用のアドバイ

スなどで、最終日にはニューメディア開発協会から

村岡ＳＩＡ担当部長をお迎えし、実技試験、筆記試

験、プレゼンテーションの３種目の認定試験があり

ます。終了後は懇親会もあります。 

 ただＳＩＡの資格は、ＳＩＡの目線で地域での課

題を見つけ、その解決のためにパソコンやインター

ネットを活用し、仲間と共に活動場面を創り、企画

し協力することで資格が生かされて行きます。共に

活動していきましょう。これから資格取得を目指す

方はお申し出ください。  

 「今ここにいる私がステージで演じ、今ここにい

るあなたに伝える。そこから繋がりあっていきた

い。それが私たちの願いです。」 

 私たちの活動は大きくは次の5つです。 

☆学校公演  

県内小中学校を中心に公演をします。体育館いっぱ

いの大きな舞台から、教室での独り舞台や二人舞台

まで、さまざまな世界を子どもたちに届けます。 

☆市民ミュージカルの企画 お手伝い 

今年は8月に光市民ホールでミュージカル「おばけ

が走る」の公演をしました。 

☆演劇指導 

学校の文化祭・音楽祭に向けての指導のお手伝いや

地域劇団へのアドバイス・指導にうかがいます。 

☆表現教室 

表現の基礎を一緒に勉強する教室です。 

☆地域交流活動 

ワークショップやパフォーマンスでの地域のイベン

トへの参加など、さまざまです。 

３ 

シニア情報生活アドバイザー（ＳＩＡ）資格取得講座を開催 

県外からの受講者を含め３名が資格取得 

 光市で初めての「ひかりエコフェスタ２００９」が開催されたことにちなんで、地球温暖化について考えてみましょう 

 問題１：温暖化による海面上昇で、消滅するのではないかと心配されている、日本の南の島は 

     どこでしょうか。 

     （ア）南の鳥島  （イ）不那国島  （ウ）沖ノ鳥島 

 問題２：最も温室効果ガスを出すものはどれか。 

     （ア）給湯、調理  （イ）暖房  （ウ）自家用自動車 

                                     正解は、次ページにあります。 

ク イ ズ ＝環境問題に挑戦＝ 

 人形劇の輪を広げます！！ 

             光人形劇協議会 

共に泣き、共に笑い、肩をたたきあえる舞台を 

       ＮＰＯ法人 劇団『たね蒔く人たち』 

 2009.7.5(日) 

 第17回人形劇フェスティバル ｢親子の絆｣     会場のみんなとひとつになってのステージ活動   



３ 

  『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：丌要 

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 

コンデジ（コンパクトデジタルカメラ）で花マークの機能を ご存知ですね。花マークは接写撮影の事で

す。では、お持ちのコンデジは、どの位まで花に近づけて接写できるのでしょうか？ 

自分のカメラの最短接写距離を知っているだけでも、花の撮影が楽しくなるかも知れません。 

最短接写距離を確認する方法は、次の通りです。 

１．花マークの設定にする。 

２．物差し”０”点の位置にカメラレンズの先端面を合わせる。 

３．物差しの目盛りにピントを合わせる。 

  この時、遠い目盛りから段々近くの目盛りにピントを合わせながら 

  撮影する。 

４．最短距離を見つけます。以上でご自分のカメラの最短接写距離が見つ 

  けられます。 

注）取説には保障最短距離は記述されていますが、実際とは可なり違いがあるか

も知れません。 

奇麗なお花の写真を撮って下さい。 

デ 

ジ 

カ 
メ 

シニアネット友の会   『蕎麦打ち』に２０名が挑戦 

 シニアネット光友の会が４月１日発足して最初のイベント『蕎麦打ち体験会』を６月１４日（日）に光井

公民館で開催しました。 会員、一般参加の２０名が、エプロンがけ、頭には手拭いのやる気満々で張り

切って挑戦しました。なにしろ、みんな初体験なものですから、なかなか思うようにはいきません。それで

も、守田裕子講師の指導のもと、奮闘努力の甲斐あって、念願の「挽きたて、打ち立て、茹でたて」の蕎麦

を堪能することができ、大満足の皆さんでした！！  

 これからも、誰でも参加できる楽しい活動を企画する予定です。皆さんの参加をお待ちしています。 

クイズ回答 

 問題１：（ウ） 

 問題２：（ウ） 

 

【参考】 

（ア）：15.9% 

（イ）：14.4% 

（ウ）：29.5% 

講師の実技指導で始まり 最後はみんなで美味しく！！だんだん形になってきました 


