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はじめに 

 

本県におきましては、全国を１０年上回る速さで、高齢化が進展していると

言われています。そうした状況の中で、シニアの方々がその豊富な知識や経験、

技能を活かし、仕事やボランティア活動、生涯学習など様々な分野でいきいき

と活躍できる、「誰もが生涯にわたり、住み慣れた家庭や地域で、安心していき

いきと暮らせる社会づくり」を基本目標として、生涯現役社会づくりを推進し

ています。 

このたび、生涯現役社会産学公推進協議会では、今年度からの新たな取組とし

て、地域で活躍するシニアの学びを支援するため「アクティブシニア応援プロ

グラム」を作成いたしました。これは、生涯現役社会産学公推進協議会の構成

団体を中心に、県や市町行政、市町社会福祉協議会、市町老人クラブ連合会等

が実施する県民向けのセミナーや研修会等の情報を幅広く収集し、目的・分野

別等で整理を行い、プログラムとして編成いたしました。 

本プログラムは、地域で活躍するシニアに対して、学びの場の情報提供を行

うものです。本プログラムによる受講後は、別紙「アクティブシニア応援プロ

グラム受講報告書」（５ページ）にて受講状況を報告していただき、その状況に

応じて、実践活動の機会についての情報提供を行います。こうした取組を通し

て、生涯現役社会産学公推進協議会が「シニアの学びの推進主体」となって、

生涯現役社会の一層の推進を図るものです。 

 最後になりましたが、本プログラム集の作成にあたって、御協力をいただい

た生涯現役社会産学公推進協議会をはじめ、各関係機関・団体の皆様にはこの

場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 

平成２８年１１月 

 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会  

生涯現役社会産学公推進協議会   

会 長      昌  克  



生涯現役社会産学公推進協議会
のご紹介

生涯現役社会づくりの全県的・総合的な運動の展開を図るため、
「生涯現役社会産学公推進協議会」を設置し、産学公連携による
シニア（中高年・高齢者）の社会参加促進に向けた普及啓発や環境
づくり、協働を進めます。

構 成：産学公各分野の関係団体（３４団体）
事務局：山口県生涯現役推進センター
事 業：① 普及啓発 ＨＰによる情報提供・啓発チラシの配布等

② 環境づくり 関係機関・団体の意識啓発
③ 協 働 連携・協働による事業実施

生涯現役社会産学公推進協議会

山口県経営者協会 山口県商工会議所連合会 山口県商工会連合会
山口県中小企業団体中央会 山口県労働者福祉協議会
山口県シルバー人材センター連合会 やまぐち農林振興公社
山口県農業協同組合中央会 山口県漁業協同組合

山口大学 山口県立大学 下関市立大学
山口県私立大学協会 山口県専修学校各種学校協会

山口県 山口県市長会 山口県町村会 山口県ひとづくり財団
山口県自治会連合会 山口きらめき財団 山口県女性団体連絡協議会
山口県社会福祉協議会 山口県国民健康保険団体連合会
山口県年金受給者団体連合会 山口県医師会 山口県健康福祉財団
山口県老人クラブ連合会 山口県子ども会連合会 山口県連合青年団
山口県体育協会 山口県レクリエーション協会
山口県アクティブシニア協会 シニアネットやまぐち
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山口支部

産

公

学

取組の全県波及・普及啓発 情報発信・情報提供

シニアがいきいきと活躍できる生涯現役社会の実現に向けて



アクティブシニア応援プログラム

のご紹介

生涯現役社会産学公推進協議会の構成団体が実施する県民向け講座
をはじめ、県・市町ほか各種団体が実施する様々な学びに関する情報
を集約し、広くシニア（中高年・高齢者）に発信することで、地域で
活躍するシニアを応援します。

生涯現役社会
産学公推進協議会

構成団体

市町
老連

市町
社協

市町

県民向け講座等 市民大学、各種セミナー等

アクティブシニア応援プログラム
内容・分野等で整理し、シニアの学びのプログラムとして編成

ホームページ 産学公構成団体
市町社協 市町老連

などを通じた 情報提供の実施

県内のシニア 受講登録

長寿社会推進員
おいでませ！シニア隊

社会貢献活動
支援ネット

やまぐち
教育応援団

学びの場の
情報提供

地域の課題
や最新情報
をキャッチ

実践活動の
支援

アクティブシニア応援プログラムの提供から活動の実践まで、
生涯現役社会産学公推進協議会が「シニアの学びの推進主体」
として地域で活躍するシニアを応援します。
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—・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

　　※長寿社会推進員及びおいでませ！シニア隊以外で、初めて受講された方は、
　　　プログラム受講生に登録しますので、下記も必ず記入してください。

生年月日

住  所

〒

今後のプログラム
受け取り方法

郵　　送　　・　　Ｅメール

【個人情報の取り扱いについて】
　取得した個人情報は、厳重に管理し、以下の目的以外には使用いたしません。
　　①　受講登録者の把握　　　②　今後の研修・講演・イベント等の案内

連絡先 性 別 男 ・ 女

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

Ｅメール

Ｆ Ａ Ｘ： （083）928-2387

Ｅメール： syougaigeneki@yg-you-i-net.or.jp

受講所感
　※受講所感は、匿名にて本会ホームページに掲載することがあります。

　※受講した資料の表紙コピーや画像など受講を確認できるものを必ず添付してください。
　　提出は、下記提出先へ郵送･ＦＡＸ･Ｅメールのいずれかの方法でお願いいたします。

提 出 先： 社会福祉法人　山口県社会福祉協議会　生涯現役推進センター

郵     送： 〒753-0072　山口市大手町９番６号

アクティブシニア応援プログラム受講報告書(兼  登録書)

（ふりがな）

（楷書ではっきりと記入してください）

受講プログラム名

氏 名

山口県

大正　・　昭和 年 月 日

※　切り離すか、コピーしてお使いください。



【記入例】

-

（ ） - -

（ ） - -

＠

今後のプログラム
受け取り方法

郵　　送　　・　　Ｅメール

【個人情報の取り扱いについて】
　取得した個人情報は、厳重に管理し、以下の目的以外には使用いたしません。
　　①　受講登録者の把握　　　②　今後の研修・講演・イベント等の案内

性 別 男 ・ 女Ｆ Ａ Ｘ 083 928 238７

Ｅメール syougaigeneki yg-you-i-net.or.jp

連絡先

Ｔ Ｅ Ｌ 083 928 2385

Ｅメール： syougaigeneki@yg-you-i-net.or.jp
—・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

　　※長寿社会推進員及びおいでませ！シニア隊以外で、初めて受講された方は、
　　　プログラム受講生に登録しますので、下記も必ず記入してください。

生年月日 大正　・　昭和 10 年

住  所

〒 753 0072

提 出 先： 社会福祉法人　山口県社会福祉協議会　生涯現役推進センター

郵     送： 〒753-0072　山口市大手町９番６号

Ｆ Ａ Ｘ： （083）928-2387

　※受講した資料の表紙コピーや画像など受講を確認できるものを必ず添付してください。
　　提出は、下記提出先へ郵送･ＦＡＸ･Ｅメールのいずれかの方法でお願いいたします。

アクティブシニア応援プログラム受講報告書(兼  登録書)

（ふりがな） 　　　　　　 しょうがい　　　　　  げんき

氏 名 生　涯　　元　気
（楷書ではっきりと記入してください）

受講プログラム名 生涯現役推進セミナー

受講所感
　※受講所感は、匿名にて本会ホームページに掲載することがあります。

〇「受講所感」欄には、受講したプログラムで「印象に残った内容」「これからの活動
　で参考にしたい内容」などを記入してください。

1 月 1 日

山口県 山口市大手町９番６号

※　切り離すか、コピーしてお使いください。



健康・介護予防に関するプログラム

県民公開講座「走快人生 はしって健康」
講演 受賞 写真家 下瀬信雄先生
特別講演マラソン・メキシコオリンピック銀メダリスト君原健二氏

体力クリニック

県民の健康づくりを推進するため、体力測定等を行い、測定結果を５
段階及び体力年齢の２方法で提示し、今後の健康づくりをアドバイス
することで、健康運動習慣の普及・啓発を図る。

産学公
構成団体

産学公
構成団体

産学公
構成団体

・・・このマークのあるプログラムは、生涯現役
社会産学公推進協議会の構成団体が主催す
るものです。生涯現役社会産学公推進協議会
については、３ページをご覧ください。



山口県ジェネリック医薬品
安心使用促進セミナー

６０００～１００００歩を歩行、各自弁当を持参昼食をとり解散する
（平均参加者１５名）

ＡＹＳＡ月例ウォーキング大会

県民公開講座「花粉症対策セミナー２０１７」
講演①「山口県の花粉情報システムと平成２９年のスギ花粉飛散予測」
講演②「花粉症に効く食品」
特別講演「スギ花粉とヒノキ花粉の違い」
花粉症クイズ・シンポジウム

ジェネリック医薬品について、安心して使用して頂くため、
一般県民を対象にしたセミナーを開催する。

産学公
構成団体

産学公
構成団体



ＩＴ・パソコンに関するプログラム

シニアからはじめるパソコン講習

シルバー人材センターが高齢者に人手不足分野等で就業する機会を円
滑に提供できるようにするため、就業に必要な能力を身に付けさせる
技能講習等を実施するものである。

デジタルカメラで効果的な写真資料を作成するための素材写真作りの講座で
す。その特徴や仕組み、画像の保存方式、機器特性に合った撮影方法などデ
ジタルカメラを使った画像作成に必要なノウハウを解説します。

デジタルカメラ使いこなし講座

産学公
構成団体

産学公
構成団体



パソコン(パソコンやタブレット)相談

パソコンやインターネットを社会参加・貢献のために役立てる方法な
どをアドバイスすることで、アドバイザー自身の生きがいを見つける。

iPad等のタブレット端末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。

シニアからはじめるパソコン講習

シルバー人材センターが高齢者に人手不足分野等で就業する機会を円
滑に提供できるようにするため、就業に必要な能力を身に付けさせる
技能講習等を実施するものである。

シニア情報生活アドバイザー養成講座

産学公
構成団体

産学公
構成団体

産学公
構成団体



ｉＰａｄ出前講座

シルバー人材センターが高齢者に人手不足分野等で就業する機会を円
滑に提供できるようにするため、就業に必要な能力を身に付けさせる
技能講習等を実施するものである。

産学公
構成団体



ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝに関するプログラム

グラウンドゴルフ大会

会員を対象とした、グラウンドゴルフ大会です。

英国スコットランド地方の伝統的な社交ダンスを一緒に踊ろう！速くて激し
くて頭にも体にも運動になる。頭と体をリフレッシュさせよう。

やまぐちサタデー･カレッジ２０１６
Scottish Country Dance ｽｺﾃｨｯｼｭﾀﾞﾝｽを一緒に

産学公
構成団体



第１６回キラリンピック 兼
第１４回山口県障害者交流グラウンドゴルフ大会

障がいのある人がスポーツの楽しさを体験するとともに、県民の障がいに
対する理解を深め、障ぎあのある人の社会参加を推進するため開催。

老人クラブ活動スポーツ振興の一環として、相互の親睦融和を図り、勝敗に
こだわらない事をモットーにしたグラウンドゴルフを通して、健康増進と生
きがいを高めるために、本大会を開催する。

第１１回山口市健康増進
グラウンドゴルフ大会



福祉･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関するプログラム

やまぐち元気フェア

すべての県民が、生涯を通じて健康でいきいきと生活できるよう「健
康づくり」、「８０２０運動」、「生涯現役社会づくり」の推進を目
指す。

住み慣れた地域で安心し暮らしていくための、介護予防にむけた地域
づくり・支えあいのネットワークです。地域で支えあい活動やボラン
ティア活動の養成、日常生活の中で役立つ講座となっています。

住民福祉講座



福祉の市
高齢者、心身障害者、母子等の方々の作品の展示・即売をすることに
より、これらの方々の生きがいを高めるとともに市民の健康と福祉に
対する理解を深める。

講演会

広く一般県民を対象として、労働福祉に係るテーマの講演会を開催

産学公
構成団体

第１回 文化活動交流会ｉｎ宇部

昨年のねんりんピック山口大会「地域文化伝承館」により高まった文
化伝承活動への関心や社会参加への機運を継承し、老人クラブをはじ
めとする高齢者の組織や活動への理解を深め、高齢者が活躍できる地
域社会の推進をめざして開催します。

産学公
構成団体



ボランティア講座

ボランティア活動を始めるきっかけづくりや、ボランティア団体の活
動周知・仲間づくりの支援を行い、地域福祉活動への参加促進を図る
ために開催します。

第３１回うべ福祉まつり
ボランティア活動の啓発・参加促進や市民と市内で活動するボラン
ティアグループの交流を通して、市民の福祉に対する理解と参加を求
める事を目的に開催します。

第１９回ボランティアまつり
「広がれボランティアの輪」をテーマに様々なボランティア活動を理
解してもらうため、各グループによる、即売・展示を行う。



ふれあいの日

おたのしみの日

ボランティアに係る講座や活動を通して、ボランティアの手法や情報
を提供するとともに、参加者の交流やつながり作りを目的として開催
している。

ボランティアに係る講座や活動を通して、ボランティアの手法や情報
を提供するとともに、参加者の交流やつながり作りを目的として開催
している。

ぷちボラデイ

ボランティアに係る講座や活動を通して、ボランティアの手法や情報
を提供するとともに、参加者の交流やつながり作りを目的として開催
している。



歴史･文化･芸術に関するプログラム

地域イキイキ☆ふれ愛まいぶん
山口県埋蔵文化センターが収蔵する、県内の遺跡から発見された出土
品のうち秀品を多人数集客施設において公開・展示し、あわせて展示
品解説を行うことによって、ふるさとの歴史や文化の成り立ちを学習
する機会を広域的に提供するとともに、埋蔵文化財保護への機運醸成
を図る。

講 師：歴史コメンテーター・東進ハイスクール講師 金谷俊一郎氏
テーマ：「明治維新は山口の教育現場から生まれた！」

～寺子屋・明倫館・松下村塾～

「夢トークｉｎやまぐち講演会」



輝き周南大学講座 ＤＶＤ鑑賞会
山口放送㈱製作 日本放送文化大賞
～奥底の悲しみ～戦後７０年、引揚者の記憶～

障害者の社会参加を図り、障害のある人とない人とのより一層の交流
を深めるとともに、芸術の質を向上する事を目的に開催される展示会。

様々な国や地域の＜食＞が表された芸術作品を一緒に鑑賞いたしましょう。
多面的な特徴を帯びている＜食＞が、芸術作品の中にどのように表されてい
るかに着目しながら、芸術作品を味わってみましょう。

芸術作品の＜食＞

第２２回山口県障害者芸術文化祭



明治１５０年記念フォーラム
明治１５０年（平成３０年）に向けて、県内での啓発活動を加速化さ
せ、県内外に向け、山口県の取組を一層アピールする記念イベントと
して、明治１５０年記念フォーラムを開催する。

障害者の社会参加を図り、障害のある人とない人とのより一層の交流
を深めるとともに、芸術の質を向上する事を目的に開催されるステー
ジや展示会。

毎年講師を招き、会員の資質の向上を目的とした文化的事業。また、
功労者の表彰を実施し、後継者の育成を図っている。

共生社会推進フェスタ２０１６

高齢者のつどい



自然・科学に関するプログラム

環境学習講座
「角島の自然･ダルマギクの観察会」

角島の自然環境の学習やダルマギクなどの観察を通して自然環境を保
全する意識の高揚を図り、保全活動への参加を促進するため、角島の
自然・ダルマギク観察会を開催する。

電気や磁石の性質を実験を通して学ぶ。

教育普及講座「実験！エレキラボ」



サツマイモ、ダイコン、ラディッシュ、ころげかぶの収穫体験、タマ
ネギ、ソラマメの植付体験

大型望遠鏡で天王星と海王星を観望する。

セミナーパークふれあい農園教室 秋の収穫体験

教育普及講座
「ミュージアムトーク なぜなに！博物館講座３」

自然系・歴史系・理工系の学芸員によるミニトーク

教育普及講座「天王星と海王星を見る会」



昼間に肉眼で金星を見つけ出す。

教育普及講座「雪の結晶をつくろう！」

結晶づくりを通して結晶の不思議な性質を学ぶ。

教育普及講座「青空に金星を見る会」

教育普及講座「ムササビの観察会」

ムササビの生態の解説と生息地での観察を行う。



哺乳類の調査方法を習得する

教育普及講座「化石レプリカ作り」

化石のレプリカ作りを通して、自然への興味と関心を高める。

教育普及講座「里山の動物観察会」

教育普及講座「月のクレーターを観察する」

望遠鏡で月のクレーターを観察する。



サイエンスやまぐち２０１６
第７０回山口県科学作品展

「サイエンスやまぐち」は、児童・生徒たちが常日頃研究してきた成
果を、作品の展示や研究発表会を通して広く県民の方々に見ていただ
く場を提供し、その成果を顕彰することで、科学に対する関心と研究
の意欲を醸成しようとするもの。

教育普及講座「サイエンストーク」

実験・工作を交えながら最新の科学の話題を紹介する。



防犯・防災に関するプログラム

第２８回下松市の老人を
交通事故から守る会大会

下松市の老人に対して、交通事故防止に関して啓蒙、啓発を行い、老
人の交通安全意識の高揚を図る 講座→防犯交通安全講習会（山口県
環境生活部）

講 師：関西大学社会安全学部特別任命教授 河田惠昭氏
テーマ：「災害に役に立つ危機管理」～事前対応と事後対応～

「夢トークｉｎやまぐち講演会」



県警察において犯罪被害防止アドバイザーとして嘱託している職員に
よる、うそ電話詐欺の被害防止を中心とした各種犯罪被害防止講習会。
自治会、公民館等の要請により県内各所で随時開催。

犯罪被害防止講習



教育・子育てに関するプログラム

平成２８年度やまぐち子どもハッピーフォーラム

オープニングセレモニー、ステージイベント、出展ブース、木育キャ
ラバン等

この講座では、ナンバープレース（ナンプレ）と呼ばれているパ
ズルを数学的な視点から見た解法を紹介します。

ナンプレパズルを数学的に解く

産学公
構成団体



市民大学テーマ講座

一つのテーマを設定し、それに関する講演やパネルディスカッション
を行う。（詳細は後日、本学HPに掲載）

下関にある５大学（下関市立大学・東亜大学・梅光学院大学・水産大
学校・下関短期大学）が連携し実施する、地元下関に関する公開講座。
今年度の担当は下関市立大学。

下関５大学連携「赤間関」公開講座

鯨資料室シンポジウム

鯨資料室に関する研究成果報告や情報発信等を行うシンポジウム。

産学公
構成団体

産学公
構成団体

産学公
構成団体



その他のプログラム

防府市制施行８０周年記念
防府市いきいきシルバーの集い

高齢者文化活動等の発表 講演「サンコンのあふりか物語」
日本ギニア友好協会広報官 オスマン・サンコン

ものづくりの大切さや素晴らしさを広く県民にアピールし、技能を身
近に親しむ機会を提供する事により、県民の技能への関心や興味を高
め、技能の振興を図る。

ものづくりフェスタ２０１６



人づくり･地域づくりフォーラムｉｎ山口
「活力みなぎる山口県」の実現のためには、人づくり・地域づくりが
重要であることから、生涯学習を視点とした総合的交流フォーラムを
開催し全国の実践事例、研究成果の発表や情報交換・人との交流をと
おして新しい時代の人づくり・地域づくりのあり方を学ぶ。

総合型地域スポーツクラブ関係者、クラブの創設を検討してい
る方、市町の担当者を対象にクラブ運営についての認識を深
め、クラブの設立・育成に向けた全県的な推進体制の構築・強
化の方策について研究及び協議を行う。

講 師：映画字幕翻訳者 戸田奈津子氏
テーマ：「字幕の中に人生」

「夢トークｉｎやまぐち講演会」

総合型地域スポーツクラブ創設･育成研修会

産学公
構成団体



ＡＹＳＡ地域活動部会の１プロジェクトとして活動、ピアニスト、プ
ロの司会者つきで、歌唱リーダーと、スクリーンに歌詞をプロジェク
ターで投影し。懐かしのメロディー等を合唱する。

うたごえ喫茶

産学公
構成団体
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