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活 動 報 告（平成 29 年 4 月～6 月） 
 

 

 NPO法人コミュニティ時津 平成 29年度 通常総会 

 シニアパソコン教室事業「アミーゴサロン」 

～新規事業「アミーゴサロン」がスタート～ 

 協働事業 土曜学習教室（とぎつサタデールーム） 

・第 1回 ～時津町を知ろう、エコバッグづくり～ 

・第 2回 ～時津の昔の生活を知ろう「時津ふるさと散歩（さるく）」～ 

 当面の予定 

◎ 8月 27日（日）とぎつ夏まつりに出店 バザー商品の募集 

◎ 「やさしいパソコン教室」の開催 9月 1日ごろの社協町内回覧で募集 

 ホームページ掲載記事リスト 

◎ 4月～6月  ホームページ 9件  ブログ 7件 

 

 

★ NPO 法人コミュニティ時津 平成 29 年度 通常総会

 NPO 法人コミュニティ時津の平成 29 年度 通

常総会が、6月 18日（日）午後 5時から 6時半

まで時津公民館 集会会議室で開催された。 

 司会の太田 千賀子事務局長から総会定足数

が議決権者の二分の一以上あり、本総会が成立

する旨の報告があった後に、議長選出を行い、

原田 穣 氏が議長に選任された。 

会 報 
 

内  容 
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 原田議長が、議事録署名人として友岡 純一 氏と太田 千賀子 氏を選任したいとの提案を行

い、満場一致で承認された。 

 その後、原田議長の進行で、第 1号議案から第 7号議案まで、報告または提案・審議・採決が

行われ、満場一致で承認された。 

 今回の総会では、平成 29 年度の事業計画に、シニアパソコン教室事業「アミーゴサロン」を

追加する件と任期満了（1期 2年）に伴う役員改選及び定款の変更についての提案があり、満場

一致で承認された。 

  

◎ シニアパソコン教室事業「アミーゴサロン」 

   時津町社会福祉協議会との共催で実施するシニア（60歳以上）向けのパソコン教室「ア

ミーゴサロン」を新規事業として加える。 

 

◎ 役員改選 

 ・理事（全員留任）：田窪 幸男、宮崎 清、清浦 保、友岡 純一、太田 千賀子、原田 穣 

 ・監事（新任）：松岡 眞弓、岡 八千雄 

・監事（退任）：中尾 重幸、坂本 敏弘 

※理事長及び副理事長は、理事の互選とする。という定款第 14条の規定に基づいて、総会

後の理事会（7月 1日）で、理事長に田窪 幸男 氏、副理事長に友岡 純一 氏と宮崎 清 

氏が選任された。 

 

◎ 定款の変更 

１ 変更の内容 

【現】 

 第 9章 公告の方法 

 （公告の方法） 

 第 54条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに官報に掲載 

     して行う。  

【変更後】 

 第 9章 公告の方法 

 （公告の方法） 

 第 54条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。 

 附則 この定款変更は、平成 29年 6月 18日から施行する。 

 

２ 変更の理由 

 特定非営利活動促進法改正に伴う変更。 
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★ シニアパソコン教室事業「アミーゴサロン」 

～新規事業「アミーゴサロン」がスタート～ 

 時津町社会福祉協議会と NPO 法人コミュニティ

時津が共催で実施するシニアパソコン教室「アミ

ーゴサロン」は、時津町総合福祉センターを会場に、

4月 18日（火）にスタートしました。 

「アミーゴ サロン」は、出歩く機会や人に接する

ことが少なくなった定年退職などによる離職者が、

パソコンを一つのツールとして集い、頭と体を使

うことによって健康寿命を延ばし、楽しく生きが

いのある生活を送ることを目的としています。 

 2025 年には、5 人に 1 人が後期高齢者、65 歳以

上 74 歳までの前期高齢者を合わせると 3 人に 1 人が高齢者になり、高齢者の 10 人に 1 人は認

知症をかかえ、介護・医療費等社会保障費の急増が懸念されています。このような状況を緩和さ

せるために、健康で長生きする社会の構築が喫緊の課題であるとされています。いわゆる 2025

年問題ですが「アミーゴサロン」が緩和策の一つになればとの思いで企画した新規事業です。 

 今年の応募者は、23人（60歳代 9人、70歳代 11

人、80 歳代 3 人）でした。応募者全員を会員登録

し、年度内に 10回開催します。当法人の会員 5人

が、サポーターとして対応します。 

 初日は 22 人（1 人欠席）が出席しました。開講

式の後に受講者からの質問を受け、サポーターが

対応する形でスタートしました。 

この教室のモットーは、パソコン仲間とワイワ

イガヤガヤ、パソコンのモヤモヤや悩みを一掃、頭

と指先を使って健康ライフを送ることです。和や

かな雰囲気の中で楽しいと感じる「よろず相談室」的な運営をしていきたいと思っています。 

参加費 年 2,000 円で会員制とし、毎年更新（再募集）します。年度途中の入会も受け付けて

います。 

 

 

 

★ 土曜学習教室 （とぎつサタデールーム） 

一昨年（平成 27 年度）から土曜学習推進事業「とぎつサタデールーム」を開催し、今年が

3年目になります。 

町内 4つの小学 3～6年生の応募者 60人（時津小 22人、時津東小 24人、鳴鼓小 7人、時

津北小 7人）を対象に、年間 10回開催します。今年も、長崎大学と長崎外国語大学の学生が

協 働 事 業 
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スタッフとして参加します。5 月 13 日（土）に初回教室を開催し、6 月 10 日（土）に第 2 回

が終了しました。以下、2回の「とぎつサタデールーム」の報告をさせていただきます。 

第 1 回 ～時津町を知ろう、エコバッグづくり～ 

 平成 29年度

のとぎつサタ

デールームは、

5月 13日（土）

午前 9 時から

時津公民館別

館を会場にス

タートしました。初日は、児童 49人（11人欠

席）、スタッフ 17人（うち大学生 14 人）、総

勢 66人が参加しました。  

 午前 9 時からの受け付けを済ませ、各自名

札を作りました。その後、初回・初対面の緊張

を和らげるために、大学生のリードでアイス

ブレーク（ビリビリ伝線ゲーム）を行い、6つ

のグループに分けました。 

 グループ別に、時津町にはどのような名所

や特産品があるかを、話し合い発表しました。 

次に布製の

袋（市販）に、

話し合いで出

た名所・特産品

などの絵をク

レヨンで描き、

アイロンでプ

レスしてエコバッグを完成させました。 

 ここで作ったマイバッグは、子どもがサタ

デールームに通う時の物入れとして使います。 

 

とぎつサタデールームは、今年も無難なス

タートを切りました。 

 

第 2 回 ～時津の昔の生活を知ろう「時津ふるさと散歩（さるく）」～ 

 第 2 回サタデールームは 6 月 10 日（土）、

児童 52人（8人欠席）、スタッフ 17 人（うち

大学生 14 人）、総勢 69 人が参加し実施しま

した。 

 「時津の昔

の生活を知

ろう」をテー

マに、時津公

民館別館を

スタートし、

スタッフが

スケジュー

ルの説明や

班分けをし

た後、歩いて

「日本 26 聖

人上陸地の碑」から時津街道沿いの「ともづな

石」⇒「追分石（道しるべ）」⇒「茶屋（本陣）

跡」⇒「継石坊主（さばくさらかし岩）」を見

学し、終点の「民俗資料館」（とぎつカナリー

ホール内）で、昔の時津町の環境や生活につい

て学びました。過去 2 回は、各班思い思いの

ルートを通って最終目的地に着いていました

が、今回は、出来るだけ旧街道を歩こうと申し

合わせて実施しました。途中、橋の架け替え工

事で通れないところなどは、迂（う）回路や新

道を通りました。 

 6月は環境月間、地球温暖化防止など環境を

テーマにした学習を行っていましたが、7月の

「時津ふるさと散歩（さるく）」が、真夏の屋

外活動になることから、6月と 7月を入れ替え

て実施しました。 
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◎ 8 月 27 日（日）とぎつ夏まつりに出店 バザー商品を募集中 

今年も出店することで準備を進めます。どのようなお店を出すかは、これからの話し合いで

具体化しますが、取り敢えず、バザーに出す商品を募集します。各家庭に眠っているお祝いや

法事の引出物などを持ち寄り、安値を付けて店頭に並べます。他に回し「REUSE」（再使用）

することで、地球温暖化防止に寄与することになります。もし、ご提供できる物品（衣類や靴

類を除く小物）がありましたら、コミュニティ時津の最寄りの会員または田窪までご連絡くだ

さい。なお、バザーと同時進行で、地球温暖化防止の啓発活動コーナーを設けます。景品付き

の環境クイズなどを行う予定です。 

 

 

◎ 「やさしいパソコン教室」の受講者募集 

新規事業の「アミーゴサロン」とは別企画で、従来から実施している「やさしいパソコン教

室」です。当法人が時津町社会福祉協議会からの委託を受け、左底郷の福祉センターで開催し

ます。各自がノート型パソコンを持参しての講座です。「ワードの基礎から年賀状づくり（文

面と宛名）」を課題に、定員 15 人で 10 回コースの講座です。9 月 1 日ごろに、社協が募集チ

ラシを町内回覧します。60 歳以上の初心者対象となっていますが、もう一度基礎からやり直

したいという人などもお気軽にご応募ください。この教室の開催中は「アミーゴサロン」はお

休みにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当面の予定 

昨年の夏まつりの様子です。朝から雨に見舞われましたが、予定通り終了しました。 

昨年の「やさしいパソコン教室」の様子です。 
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 ★ ホームページ掲載記事リスト（4 月～6 月 ホームページ 9 件 ブログ 7 件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

1. 平成 29 年度 通常総会（コミュニティ時津） 

2. 第 2 回とぎつサタデールーム（6/10） 

3. カナリーホールイベント情報（6、7 月） 

4. 平成 29 年度 とぎつサタデールームがスタート 

5. カナリーホールイベント情報（5 月、6 月） 

6. シニアパソコン「アミーゴサロン」スタート 

7. 52 号会報（コミュニティ時津） 

8. カナリーインフォメーション 2017 NO.1 

9. カナリーホールイベント情報（4 月、5 月） 

ホームページアドレス：http://www.togitu.org 

ブログへは当法人のホームページのトップページからアクセスできます。 

《ブログ入口    》という表示があります、   をクリックすると開きます。 

 

 

 

◎ はじめに 

NPO 法人コミュニティ時津の会報は、当法人の会員や諸行事にご参加いただいた方、関係先

の方などにも配布し、当法人の活動状況を報告させていただいています。従いまして、下記の

「会員の皆さんへ」は、会員以外の方には関係ございません。 

◎ 会員の皆さんへ   

4月 1日から新年度（平成 29年度）に入りました。年会費は年度初めに、お納めいただくよ

うお願い申し上げます。 

下記預金口座にお振り込みいただくか、最寄りの当法人の理事にお渡しください。 

十八銀行時津支店  普通１９１９７３   

親和銀行時津支店  普通２５７５９１９  

   年度途中に納入確認ができなかった方には、10 月と 1 月発行の会報に「年会費納入のご案

内」（お願い）を同封させていただきます。案内が同封されていない方は、納入がお済みの方

です。二重払いをされないように、ご注意ください。 

なお、納入済みの方へ「お願い」が届くなどの行き違いがありましたら、お手数ですが当法

人（下記の連絡先）に、ご連絡くださるようお願い申し上げます。 

 

★ 入会を希望される方へ  

 NPO法人コミュニティ時津に、電話・FAX・メールで申し込むか最寄りの会員に申し出てくだ

さい。当法人のホームページからも申し込みができます。 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

 

発行元（連絡先）：NPO 法人 コミュニティ時津 

〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 110 番地 3 

Tel/Fax：095-882-2408 e-mail  commutogi@ngs1.cncm.ne.jp 

URL http://www.togitu.org 

口座名：NPO法人コミュニティ時津 
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