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活動のあゆみ 

グループ結成  

小倉北区テレワークセンターで行なわれた

第一回高齢者 IT 講師養成セミナー参加者の

うち、男女 18 名で平成 13 年 4 月 12 日グル

ープを結成。平成 25 年 3 月の構成は男性 13

名女性 6 名の合計 19 名。 

 

 

IT 講座ボランティアサポート  

北九州市教育委員会に登録し、市主催の第 2

期 IT 講習のサポータとして参加。市内各区の公

民館、小中学校、テレワークセンターへの無償

サポートを 15 名で延べ 851 時間行なった。 

 

 

 

 

IT 講習の講師として参加  

第 3・4 期 IT 講習(平成 13 年 8 月～平成 14 年 2 月)の講師･サポートにグルー

プとして活動。小倉北区公民館 2 箇所、八幡西･東区公民館 3 箇所、能力開発セ

ンターほかで 13 名参加 延べ 816 時間。 

 

自主講座開講  

AIM ビルテレワークセンターにて平

成 13 年 6 月よりスキルアップ主催のパ

ソコン初心者講座、ワード、インターネ

ット、エクセル、デジカメ等の講座を 1

講座 8 時間で年間 12 回開講。講座サポ

ートが多く安心して受講できると好評。初心者が 1 年間でパソコンを楽しんで

使えるようになります。今後もニーズに沿った講座を開設する予定。
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会員のスキルアップ講座開始  

平成 13 年 6 月～8 月外部講師による講座を

20 時間受講し、その後も毎週 1 回の勉強会を

継続。  

 

 

 

 

小学校情報化教育のサポート開始  

平成 13 年 9 月より八幡西区熊西小学校でパ

ソコンボランテ

ィアとしてパソ

コン教育のサポ

ートをスタート。

15 年度より修多

羅小学校(若松区)

で情報化教育を支援。 

 

受託講座を実施  

平成 14 年 2 月より、能力開発センターでの企業のパソコン教育 22 講座を受

託し実施。 
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市民センターIT 講座  

平成 14年 4月以降市内の市民センターパソコンスキルアップ講座講師として

主に IT 講習会後の住民へのフォロー活動開始。 

 また市民センター行事として開催される文化祭にもボランティアとして参加

し、パソコンを使ったデモンストレーションを行なっている。 

        

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講生交流会開催   

平成 14 年 4 月受講生の交流会をテレワー

クセンターで開催し、疑問点をいつでも問い

合わせできるメーリングリストを開設するな

ど、受講生の IT 技術のフォローをスタート。 
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NPO 法人認証  

平成 14 年 12 月、福

岡県より NPO 法人の

認証が下り、平成 15

年１月 15 日より特定

非営利活動法人“スキ

ルアップサービス”と

して活動開始。 

 

パソコンクラブ支援開始 

戸畑区Ａ市民センター、小倉北区Ａ市民セ

ンター、小倉南区Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ市民セ

ンター、八幡東区Ａ市民センター、八幡西区

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ市民センター、若松区Ａ・Ｂ

市民センターでパソコンクラブが立ち上が

り、その支援を継続。 

 

 

 

 

 

デジカメ講座開始  

最近急速に増えているデジカメ愛好者の要望に

応え、平成 16 年度から各市民センター・視聴覚セ

ンターからの要請に

より講師派遣を行っ

た。18 年度は 11 講

座実施。受講生ごと

に異なるデジカメ持込可能の講習が好評。
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デジカメ同好会  

会員のスキルアップを目指してスタートし

たが、今や自主講座受講者、市民センターパソ

コンクラブの方々と会員との交流の場となっ

ている。定期的にバスハイク、野外撮影会、作

品展示会を実施している。 

 

 

 

デジカメ編 集講座 

 デジカメ 入門講座に続いて、撮影した写真

を編集ソフ トを使って加工・合成し、より高

度な画像に 仕上げるための講座を１８年３

月 よ り 開 始。 

 

 

とばた子供まつり・菖蒲まつり・夜宮まつり参加  

平成 15 年以降夜宮公園、夜宮青少年センター一帯で行なわれるまつりに子供

向け｢パソコンで遊ぶコーナー｣を開設。パソコ

ンに自由に触れられる

ほか、クイズや記念写

真入りポストカードが

その場でプリントして

もらえるイベントが好

評を博している。 

小学生とお年寄りのコミュニティ講座  

小学生がお年寄りにパソコンの使い方を

教えるというユニークな講座の企画運営を

担当した。小学生をまず講師・サポータに養

成し、その小学生がお年寄りにパソコンによ

る手紙の書き方を教え、｢孫に贈る手紙｣を絵

入りで作ってもらった。小学生は人に教えて

わかってもらったという達成感を味わい、お

年寄りも敬遠していたパソコンが使えた喜

びで、地域における世代間交流が図れた。
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家庭教育学級  

小学生を持つお母さん方に、子供たちが学

校で日頃どんなことを勉強しているかを知っ

てもらうためのシリーズで、｢パソコン授業｣

を 1 日担当

した。小学

校のパソコ

ンとソフト

を勉強し、

最後にイラスト入りで｢子供へのメッセージ｣

を作った。 

お母さん方は飲み込みが早く、自分の子供一

人一人に当てたメッセージをきれいに仕上げ満足していた。 

 

障害者福祉施設でふれあい福祉活動  

毎月 1 回、障害者が｢パソコンで遊びながら、

一般社会人とふれあう｣活動の企画運営に参

加。マウス操作もおぼつかない手に手を添えて

やり、簡単な一つの操作をくり返しながら、ひ

とつの作品の完成まで行う。 

 今では、お互い会話もできるようになり、笑

顔が多くなってきた。 

 

リユースパソコン寄贈事業 

 平成 19年よりNPO法人イーパー

ツの協力（北九州市後援）を得て、

北九州地域の市民活動団体にリユー

スパソコン寄贈事業を行い、各団体

の情報化、情報発信に貢献している。

19 年度は 29 団体 53 台、20 年度は

17 団体 29 台、21 年度は 11 団体 22

台を寄贈。 
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セキュリティ無料講座を開催 

IT の普及に伴って、ウィルス対策、個人

情報保護の必要性が増えてきたので、19 年

12 月 NPO-IT 推進協議会との共催でマイ

クロソフト社、NPO 法人イーパーツより

講師を招聘し、西日本国際会議場で開催。 

 

 

パソコン分解講座 

パソコンをより一層理解する上で内部

の仕組みを勉強する必要があり、そのため

に平成 20 年 5 月 NPO 法人イーパーツに

講師を依頼して分解講座を開催。 

 

 

 

セキュリティサポーター検定講座 

パソコンやインターネットは今や私たち

の生活に欠かせないものになってきました。

それに伴ってウィルスや詐欺、迷惑メールな

どの脅威も広まっています。安全安心なイン

ターネット社会実現のため、セキュリティ対

策推進協議会（SPREAD）のサポータ養成の

ための講習と検定試験を開催。21 年 10 月

19 名、23 年 1 月 36 名が挑戦。 
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セキュリティマイスター養成講座 

セキュリティサポーター合格者を対象

に地域で活動できるマイスター養成講座

を 23年 3月に実施し、12名が受講した。 

 

 

 

 

サポセンの日に活動内容発表 

北九州市市民活動サポートセンター

開催の「サポセンの日」に『情報セキュ

リティとスキルアップサービスの活

動』について発表 

 

ハロカフェパソコン教室支援 

コラボラキャンパスネットワーク

「ハロカフェ」で北九大学生が子育て

中のお母さんたちにデジカメ写真を取

り入れたポストカードの作成、印刷を

するパソコン教室を支援。 

 

インターネット安全教室講師トレーニング in 北九州開講 

 パソコンやスマートフォンの普及と

ともに、金銭目的や遠隔操作ウィルス

の犯罪も進化している。便利・快適に使

うためには怖さを知って防御する必要

がある。日本セキュリティ協議会

（JNSA）の講師トレーニングを 24 年

10 月 27 日・28 日開催。26 名が挑戦。 
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シニア IT リーダー養成講座 

29 年 10 月の土曜日 4 日間、北九大

パソコン教室にて第 4 回目を開催。北

九州地域で IT リーダーを目指す受講

者が熱心に指導実習に取り組んだ。最

終日に前年度受講者でリーダーとして

活躍している先達との体験交流を行っ

た。 

 

パソコン入門講座 

25 年 9 月～10 月北九大地域創生学

群学生との共同企画で 4 日間開催。パ

ソコンに興味はあるが操作の経験がな

い初心者 20 名対象に開催。講座サポー

トに毎回学生と合わせて10名がサポー

ターとして参加。最先端の IT 機器とイ

ンターネットの世界を体験した。 

 

 

ホームページアップ 

25年度スキルアップサービス公式ホー

ムページを公開した。沿革や活動の歩み、

年間講座予定、入会案内のほか、各種講

座やイベントの写真を収録。中でも「皆

さんのページ」には講座受講者やパソコ

ンクラブメンバーの交流を目指して趣味

の作品や自慢の作品を紹介する。今後改

良を加えていくとともに新しい情報を掲

載していく。 

http：//skillupservice.web.fc2.com/ 
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インターネット安全教室 

25 年 9 月～26 年 3 月内閣府・JNSA

全国キャラバンの一環として、北九州市

NPO 公益活動支援事業の指定を受け市

内 7 区 14 市民センターで地域住民対象

に開催。安全快適なパソコンやインター

ネットの活用と思わぬトラブルから自

分を守る方法を啓蒙。 

 

情報セキュリティサポーター指導者育成講習 

26 年 2 月 SPREAD 本部より講

師を招へい。有資格者 23 名が参加、

最新の情報機器とツール、ウィル

スの動向と防御策について講習と

グループ討議を行った。 

 

Scratch 試験披露 

MIT 開発の青少年向け無料ソフト

Scratch を使って、アニメを思い通りに動

かすプログラムを戸畑区子ども祭りで試

験披露。今後実績を積み、青少年の創造性

開発の有効性を検証する。 

 

ハロカフェ「パソコンよろず相談会」 

コラボラキャンパスネットワークの定例

会「ハロカフェ」で子育て中のお母さん方対

象に｢パソコンを買う時の注意点｣をテーマ

に相談会を実施。 
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コラボラ「観月会」 

2015 年 9 月中秋の名月の時期、来

場者の写真を撮り、デザインはがきに

挿入・印刷してお渡しした。 

 

 

 

 

JNSA2015 年度特別賞受賞 

インターネット安全教室を中心とする

情報セキュリティ普及啓発活動により、

一般社会のセキュリティ知識の向上に貢

献したことが評価されたものです。 

 ＩoＴの進展によりインターネット接

続の増加、政府機関・民間企業へのサイバ

ー攻撃は伊勢志摩サミット、東京オリン

ピックに向けて、今後ますます増えるこ

とが予想されます。 

 個人情報の漏洩、不正請求問題などの問題も多発しています。 

 私たち自身が被害に遭わないことはもちろん、踏み台にされて加害者になる

ようなことのないよう、セキュリティ意識の啓発を続けていく必要があります。 

 

北九州市｢まなびネットひまわり｣に登録 

平成 28 年 11 月。今後市内市

民センターからの｢インター

ネット安全教室｣や｢各種パソ

コン教室｣開催の要望に沿っ

て、講師を派遣します。 

 

 

 

 

http://skillupservice.web.fc2.com/jnsa_tokubetusyo/tokubetusyo.html


12 

 

北九州市｢住むなら北九州！｣応援団体に登録 

平成 28 年 12 月、生涯活

躍のまちの形成を目指し、

北九州市への移住定住を

促進する北九州市の方針

を応援する活動を行って

いきます。 

 

  

 

北九州市環境局職員パソコン講座受託 

平成 29 年 8 月～9 月、環境局職員 200

名のパソコン講座を受託。Word と Excel

の初級 9 班と応用 7 班、それぞれ 1 日コ

ースで午前（8：30～12：00）Word、午

後（13：00～17：00）Excel。 

スキルアップサ－ビスはテキストの作成

と毎日の講師とサポーター計 3 名を派

遣、延べ 96 工数に 15 名が分担して取り

組む総力体制で臨んだ。ｒｄとＥｘｃｅｌ

の初級９班と応用７班の構成で、 

分担して取り組む総力体制で臨みました。 

JNSA インターネット安全教室 講師トレーニング in 北九州開催 

平成 29 年 11 月、北九州国際会議

場にて、東京より専門講師をお招きし

て開催。出席者 35 名。講座内容は、

セキュリティ事件・事故のポイント解

説～講義 に使えるネタ、インターネ

ット安全教室 How to Teach-クイズ

作成、講師が知っておきたい「最新 事

情」と「聴き手の心に届く講座のコツ」

など 
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子どものインターネット安全教室開催 

平成 29 年 12 月、北九州市立大学にて

開催。大学生が企画運営・講師を担当。小

学生を 4 班に分け、大学生が各班に 2～3 

名入って小学生の発言を引き出した。小学

生のちょっとした発言に大学生から「すご

い！」「それで？」などと勇気づけ、より

多くの発言を引き出した。 最終的に小学

生全員が手を上げ各班での話し合い結果

を発表した。 

 

 

 

 

イザ！カエルキャラバン in北九州に 

協力参加  2018.1.17 
将来災害に遭う確率の高い子どもたちに「自分

の身を守ることができる人になってほしい、その

“芽”が育ってほしい」という願いを込め、北九

州市立大学北方キャンパスで実施された防災訓

練イベントに、離ればなれになった家族が再会で

きるように「家族写真カード」作成コーナーに参

加した。 

写真の裏には番号別の名前、連絡先を記入してい

る。 

 

パソコン版 LINE入門講座  2019.3.20 
スマホの普及で LINE を利用する

無料通話が当たり前になっている

が、スマホを持っていなくてもパ

ソコンで無料通話が利用できる。

国内だけでなくニューヨークに行

っている友達とも無料動画で会話

ができた。。 
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プログラミング講座開催  

2019.3.26～28 
2020 年より小学校で導入される

プログラミング教育に先駆け、小

学生対象に春休みを利用して

「Scratch」ソフトで講座を開催、 

関心を呼び 19 名が受講した。 

 

 

 

 

コラボラキャンパスネットワーク連携協定調印式 2019.4.4 

４月４日（火）北九州市立大学に

て、松尾太加志学長と加盟６団体の

連携による多世代交流・生涯学習事

業実施に関する平成 30年度合意書の

調印式に参加しました。コラボラ学

生部の学生さんも同席しました。 

 これによって、北九州市立大学を

拠点に各団体の特長を生かした事業

が強い協力体制のもとで展開されま

す。 

 

Windows10をフルに使う講座  2019.4.20 
Windows 7 を愛用してきた人が

Windows 10 に買い替え、使い方に苦

労している人が多い。本講座 でマス

ターして、今まで以上に便利になっ

た機能をフルに活用できるようにな

ろうという意気に燃える受講者で賑

わった。 

従来の Windows OS のアップグレー

ドは有料だったが、Windows 10は無

料でアップしてくれるので、 一度導

入すれば、以後新しく購入しなくても最新機能を使い続けることができる。 

 


