2019年NPO法人コミュニティNETひたちの活動報告
2019年度の事業計画と取り組み方針
1.

ICT で地域社会に貢献する課題の掘り起こしと提案活動

2.

最新ICT技術の習得とスキル向上をめざした新規講座の開設

3.

会員の交流拡大と活力に満ちた環境作り

の3つを重点活動方針として、世代間の情報共有を楽しみながら、「シニアの報酬は相手の笑顔」「シニア
の生きがいは人や地域のお役に立つこと」を、昨年に引き続き活動してまいりました。

2019年の主なイベント活動

２．第2回パソコン・スマホ無料相談会
10月17日第2回の日立市主催パソコン・スマホ無料相

１．2019年度定時総会を開催
2019年6月15日(土)10時00分より11時10分多賀市民プ
ラザ2階202、203号室で2019年度定時総会を開催した。
2018年度の事業報告・決算報告があり同年度末3月の
会員数は126人であり、累計会員数は537人となった。
その後、2019年度の事業計画・予算案が審議された結
果可決された。引き続き役員の理事・監事の改選案が提
案され新任と退任役員が次のように承認された。

談会を開催した。
今回は市高齢福祉課の主催となり元気
カフェすけがわとCnetが協賛して開催された。
場所は昨年同様の市庁舎1階ロビーの101会議室で、
時間は午前10時から午後3時まで1時間の休憩をはさみ
4時間の相談会であった。Cnetのパソコン教室の講師
など9人が相談員を担当し、17人（平均年齢74歳）が来
所された。

新任役員：太田秀夫理事、大和田かおる理事
退任役員：衣鳩新一理事、太田秀夫監事

３．県北フェスティバルに参加
11月4日（月）県北生涯学習センターで開催の、生涯
学習フェスティバル2019に参加した。昨年に引き続き
「Cnetなでしこグループ」の皆さんが中心となって、

総会の後11時15分から12時15分まで講演会があり、
茨城高専の柴田裕一教授により
「デジタルもの作り教育」

「簡単！楽しい！名刺＆メッセージカード作り」を実施

と題してお話をいただいた。

した。今年は、会場のパソコン室の都合で10:00～12:20

その後12時45分から14時30分まで、懇親・昼食会は場

と午前中の開催となったが、約90名の皆さんが会場に

所を移して、レストラン「ウッディー」で開催した。美

参加された。今年もICTを活用した地域貢献活動が実施

味 し いお 料 理

でき有意義であった。

と ミ ニス ピ ー
チ に 和や か な
ひ と とき を 過
ごした。
懇親会で星川副代表理事の音頭で乾杯
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各コース定員7名のところ10名の計20人の受講者が

情報通信技術の普及と地域社会への貢献

あり、4月4日に開講した。最終9月まで13名が継続され
2019年度末までの受託パソコン講座＆事務所パソコ

200人日の受講生があった。平均年齢は68歳、最高年齢

ン講座の累計実績は、平成14年以来、受講者数は17,120

は82歳、男女比率は男性が35％、女性が65％であった。

人、講座数2,309講座となる見通し。

より多くの市民がパソコンを生活に活かせるように、
高齢者が学習しやすい環境を整えて、来年も開催できる

2500

よう市に提案をしていく。

2000

講座数

受講者（×10）

・スキルアップ講座

1500

今年もパソコン講座の講師および講師希望者を対象
1000

としたパソコンスキルアップ講座を実施した。
Word2016応用に10名、スクラッチで学ぶプログラ

500

ミングに12名が参加し、両講座とも宮垣久典会員が講

0

師を担当した。

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

Word2016
応用

・１年間の講座実施状況

Scratch
（スクラ
ッチ）プロ
グラミン
グ

パソコン入門（Windows10対応）、スマートフォン講
座、プログラミング（スクラッチ）など多彩な分野で、
初級から応用レベルまで講師それぞれが、
受講生のスキ
ルに配慮し、工夫を凝らした講座が開催された。
各週に開催された主な講座内容は下表のとおり。

午前

午後

水 午前
曜
午後
木 午前
曜 午後
午前

金
曜 午後

②文書の構成、コメント挿入、変更履
③Word のレイヤーと図形、図の配置

べ532名であった。

火
曜

①見出し、スタイルの活用
歴を使った校閲

本年は、12月までに156講座が開催され、受講生は延

コース

主な講座内容（抜粋）

テーマ

１．事務所パソコン教室

①メッセージの仕組み、背景の変え方
②変数と配列の使い方
③構造化プログラミング

２．受託パソコン講座・講師派遣
・県北生涯学習センターパソコン講座

講 座 名

本年は、
県北生涯学習センターからの受託講座として

個別指導

前期3講座、後期2講座の計5講座（下表）が実施され、

パソコン入門

前期50名、後期25名、合計75名が受講した。

パソコンとExcelの便利な使い方

期

Photoshop Elements

よくわかるパソコンゆっくり入門

シニアのためのプログラミング（スクラッチ）

講

師

大和田かおる

Windows10

Word2016基礎

ワードとエクセル、基本と復習

スマートフォン入門＆活用
Word2010応用/個別指導
日立市と（社協）後援パソコン入門講座
Word&Excel2016

講座名

前

～基本から連携操作まで～

期

Word2010 & Excel2010
親子で楽しむ、

初歩から活用

PowerPoint2013でフォトムービー作成

スクラッチプログラミング（入門）

キッズプログラミング（ビスケット）

よくわかるパソコンゆっくり入門
後

Wordドリル

日立市の情報化推進事業の一環として、市ならびに

期

ワードとエクセル、基本と復習
～基本から連携操作まで～

門講座」を木曜日の午後奇数週にAコース、偶数週にB

Word2010 & Excel2010
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菊池誠

広田和子

Windows10

（社協）の後援で第1回の「シニアのためのパソコン入
コースを隔週で4月から9月まで6か月間開催した。

佐藤紀子

宮原養治侶

７．Cnet 製本工房

３．日立市職業探検少年団

本年は、横須賀元也会員が

ひたちパソコン探検少年団
2019年度は団員8名（小学生8名）が入団、5月19日に

『おくのほそ道漫遊記』の第2

入団式、活動前半はパソコンの基本学習、楽しいプログ

巻と3巻を執筆して各10部製本

ラム作り体験や日立製作所大みか事業所見学などを実

した。

施した。後半は「情報検定（J検）
」講習会を実施し、情

内田芳勲会員が『伊藤正司日

報検定（J検）試験に挑戦して団員7名が受験、5名が見

本画作品集』を編集し50部を発

事「J検3級」に合格した。

行した。
（右は表紙の写真）

会員交流の場づくりと趣味の会
１．パソコン技術交流会
パソコン中級者も楽しめるような、
パソコン関連最新
IT企業の製造現場の見学

情報検定の講習会

技術動向の紹介を中心に、2か月に一回開催した。
開催回数と月/日とテーマは下表のとおり。

４．多賀図書館パソコン友の会
Cnet では 2012 年より多賀図書館第 4 研修室に 15 台
のパソコンを設置している。利用者には「パソコン友の
会」に入会して各自主グループに貸出ししている。
2019年末には、8グループ、約28名が利用している。
また、ひたちパソコン探検少年団もここを拠点に活動を
している。次年度にはすべてのPCのハードディスクを
SSDに交換し、Officeを2016にバージョンアップするた
めの準備を進めている。

５．ホームページの制作と維持管理
Cnetのホームページ作成ワーキンググループは昨年
に引き続き次のサイトにホームページの維持とアップ
デート作業を担当している。

51回
2/25

Windows10最新情報とトラブル対策事例
紹介

52回
4/22

キャッシュレス時代の動向とその対策
キャッシュレス決済の種類、その動向

53回
6/24

プログラミング教育とロボットプログラミ
ング、Scratch紹介とmBot紹介

54回
8/26

Wi-Fi活用（その７）
光回線とWi-Fiの最新技術動向紹介

55回
10/28

思い出のデジタル化（その３）
自分史の魅力、作成ステップ、構成例紹介

56回
12/23

PCのバックアップとリカバリーの方法

２．パソコンを楽しむ会

・ひたちインターネット美術館

2009年に始まり本年11月で63回の開催となった。担

・日立市教育研究会

当は「なでしこCnet」の6名の女性講師陣。

・たかはら自然塾

パソコンを楽しむ会の開催月/日とテーマ

・日立市職業探検少年団
・環境カウンセラー協会(Word Press)
・その他、計10サイト

６．ひたちインターネット美術館
第55回日立市美術展覧会が日立シビックセンター、
マーブルホールで開催された。各部門からの作品92点
の申し込みがあり掲載した。第40回の市展からの掲載
作品数は約1,500点が収録されている。
スマホやタブレットからの閲覧が容易
にできるよう今回よりホームページへの
掲載方式に「レスポンシブルWebデザイ
ン」を採用している。

URL
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59回
3/11

Wordでプチギフトボックス作成

60回
5/13

Excelで住所録作成

61回
7/8

暑中見舞い絵はがき作成

62回
9/9

もう一度楽しむ講座

63回
11/11

テンプレートで年賀状作成

３．俳句同好会

６．Cnet秋の交流会

平成17年5月に発足して以来、句会は一度も欠詠する

10月7日（月）11時からイタリアンレストラン ウッデ

ことがなく、この12月には第176回を迎えた。8月主宰

ィーで開催した。今年の交流会は、オカリナとアコース

鈴木信行先生が逝去され、改めて哀悼の意を表します。

ティックギターでの弾き語りを楽しんだ。

11月の句会からパソコンで俳句を投稿する「投句シ

演奏は、キッチンハウス「ふうりん」の村上千代子さん

ステム」を立上げた。インターネットがつながる所なら

（オカリナ）
と伊藤正則さん（アコースティックギター）

どこからでも投稿ができる。12月の句会では、メンバ－

のお二人。

8名がこの一年で一番思い入れの深い句を持ち寄って
懇談をした。

塗椀も味も家伝の雑煮かな
いつからか子が子にあらずお正月
百段の雛のひとつに涙あり
靴届く歩け歩けと八十の春

芳洲
仁志
典男
キミ子

桜の実足裏ぷちと散歩かな
独り居の義兄を送るや梅雨晴間
花は葉に作句苦しむ余生かな
老犬と筑波に向かい雪晴て

興洋
孝
光夫
正
キッチンハウスの「ふうりん」のお二人

４．デジタル写真同好会
会員は15人で、本年は3人の入会があり。毎月第1水曜

７．忘年会を開催
12月9日(月)、日本料理店「蟹海楽」で忘年会を開催

日に月例会を開催して、12/4には116回を開催した。
撮影会は6月10日わたらせ渓谷鐡道へ。10/22には苗
場ドラゴンドラで開催した。

した。宴会に先立ち前日立市長吉成明氏より御講話をい
ただいた。吉成氏は2019年春の叙勲で「旭日双光章」を

日立市展では会員11人が作品を出展し4点が入賞し
た。入賞作品は『ミニコミ』誌Vol.9に掲載した。

受賞された。御講話では、2011年東日本大震災の年に市
長になられてからのご苦労話などから、
日立市の現状と
これからどうあるべきかという、私たち市民にも大変興
味深いお話をいただいた。

５．Cnet 春の交流会
4月1日（月）熊野神社にて、毎年恒例の春のお花見を
開催した。この日はちょうど「新しい元号が発表」され
た日だった。
七分咲きの花の下で少々早めの花見だった。
社務所での二次会では、檜山さんが「ウクレレ」の演
奏を披露。またヴァイオリンの伴奏で皆で「花は咲く」
の合唱をして散会した。

編集後記
本年2019年末のCnetの会員
数は男性67人、女性70人で計
137人となっている。年間の新
入会者は28人あった。
平均年齢は男性が75歳、女
性は71歳と高齢化が進んでい
る。元気な高齢者とともに活発な活動を進めていきた
い。
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2019年1月21日

（久保）

