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活 動 報 告（平成 30 年 4 月～6 月） 

 

 
 平成 30 年 通常総会（NPO 法人コミュニティ時津） 

～当日出席 13 人、書面表決 12 人 表決委任 2 人 総計 27 人～ 

 シニアパソコン教室事業 

～2 年目の「アミーゴサロン」 登録会員数 33 人でスタート～ 

 協働事業 土曜学習教室（とぎつサタデールーム） 

第 1 回 ～時津町の名所・旧跡について話し合い発表し エコバッグ作り～ 

第 2 回 ～環境月間 大村湾の海中はどうなっているかな⁉～ 

 その他の地域活動紹介 

～時津こども食堂「はこべら」に 大学生ボランティアが参加～ 

 当面の予定 

◎ 平成 30 年度 シニア パソコン教室事業「アミーゴ サロン」 

◎ 7 月 29 日(日) 左底地区三世代交流の川遊びに、協力団体として参加。 

◎ 8 月 26 日（日）とぎつ夏まつりに出店予定です。 

 ホームページ掲載記事（4 月～6 月） 

◎ ホームページ 8 件   ブログ 7 件 

 

 

 

★ 平成 30 年 通常総会（NPO法人コミュニティ時津） 

～当日出席 13 人、書面表決 12 人、表決委任 2 人 総計 27 人～ 

6月 24日（日）午後 5時から 6時半まで時津公民館 視聴覚室で、NPO 法人コミュニテ

ィ時津の平成 30年 通常総会を開催しました。 

 

 

 

 

 

会  報 
 

内  容 

活 動 の 詳 細 
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１．出席者数 

 当日出席 13人、書面表決者 12人、表決委任者 2人 総計 27人 

 正会員数 27人（個人会員 25人、法人会員 2社） 

 

２．議事の経過の概要及び議決の結果 

（1）総会定足数の報告 

司会の 太田 千賀子氏が、本日の通常総会は定款に定める定足数を満たしてお

り、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べました。 

（2）議長選出 

司会は、議長の選出について出席会員に諮ったところ、満場一致で原田 穣氏が

選出されました。 

（3）議事録署名人の選任 

議長は、議長席に着きあいさつの後、本日出席者の友岡 純一氏と太田 千賀子氏

の 2名を指名したところ、全員異議なく承認しました。 

（4）議事の進行について 

議長は、第 1号議案から第 3号議案までを報告し承認採決後に、第 4号議案と第

5号議案を提案し承認採決を求め、第 6号議案を提案し承認を求める旨を諮った

ところ、全員異議なく承認しました。 

（5）第 1号議案～第 3 号議案 

議長は、第 1号議案 事業報告を田窪 幸男氏に、第 2号議案 活動（収支）報告

を清浦 保氏にさせた後に、第 3 号議案 監査報告を岡 八千雄氏にさせ議場にそ

の承認を求めたところ、満場異議なく承認し本案は可決されました。 

（6）第 4号議案～第 5 号議案 

議長は、第 4号議案 事業計画（案）を田窪 幸男氏に、第 5号議案 活動（収

支）予算（案）を 清浦 保氏に説明させ、議場にその承認を求めたところ、満場

異議なく承認し本案は可決されました。 

（7）第 6号議案 

議長は、第 6号議案 定款（公告の方法）第 54号の変更について田窪 幸男氏に提

案させ、議場にその承認を求めたところ、満場異議なく承認し本案は可決されま

した。 

 

議長は、以上をもって本総会のすべての議事を終了した旨を述べ、議長席を退席

しました。司会者は議長を解任し、総会の終了を告げ閉会しました。 
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★ シニアパソコン教室事業 

～2 年目の「アミーゴサロン」 登録会員数 33 人でスタート～ 

 高齢化社

会が進む中

で 2025 年問

題が、クロー

ズアップさ

れてきまし

た。 「アミー

ゴサロン」は、パソコンを一つのツールと

して、パソコン仲間がワイワイガヤガヤ楽

しみながら、パソコンのモヤモヤや悩みを

一掃し、頭と手先を使って 健康ライフを

送ることを目的としています。 

2 年目となる今年度は、4 月 17 日（火）

時津町総合福祉センターを会場にスター

トしました。登録会員数は 33人（うち 女

13人）となりました。このうちリピーター

が 12人、新規会員が 21 人です。スタート

時点での会員数は、前年度よりも 10 人増

えています。 

対象者は、時津町内在住者で 60歳以上、

簡単な文字入力ができて、ノート型パソコ

ンを持参できる人となっております。年間

10 回、各月第 3 火曜日に開催します。会

員の内訳は、80歳代が 3人、70歳代が 20

人、60歳代が 10人です。 

開講前のオリエンテーションでは、時

津町社会福祉協議会と NPO法人コミュニ

ティ時津の共催事業であることや講座開

設の趣旨、年間予定、留意点についての

話をしました。 

 

 

 

 

 

★ 土曜学習教室 （とぎつサタデールーム） 

第 1 回 ～時津町の名所・旧跡について話し合い発表し エコバッグ作り～ 

平成 30 年

度の「とぎつ

サタデール

ーム」は、5月

12 日（土） 

時津公民館

別館で児童 59人（8人欠席）、スタッフ 18

人（うち大学生 15人） 総勢 77人が参加

しスタートしました。今年度初の「とぎつ

サタデールーム」は、まず誕生日ゲームで

10 班に分け、初顔合わせの自己紹介を行

いました。その後、5班に分かれて時津町

の自慢できる名所・旧跡や名物について考

える話し合いを行い、模造紙にまとめて班

別に発表しました。 

発表した名所・旧跡や名物をモチーフに、

布製の袋（市販）に、クレヨンで絵を描い

たり、シールフェルトで作った模様を張り

付けたりしました。 

最後にアイロンでプレスし完成です。こ

のマイ（エコ）バッグは、サタデールーム

に通う時の物入れとして使います。 

協 働 事 業 
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第 2 回 ～環境月間 大村湾の海中はどうなっているかな⁉～ 

 第２回とぎつサタデールームは、６月９

日(土) 時津公民館別館で児童 59人（8人

欠席）、外部からの講師１人と大学生スタ

ッフ 14人（長崎大学 ７人《うち４人が留

学生》、長崎外国語大学 4人、長崎大学院

生 3人）、NPO スタッフ 3人、時津町役場

担当職員 1 人（小川氏）、総勢 78 人が参

加して実施しました。 

 前半は、環境月間を迎え、講師に「Diving 

Service 海だより」のテレビでも紹介され

た中村 拓朗 氏（インストラクター＆水中

カメラマン）をお迎えし、“大村湾の中を

のぞく”というテーマで、児童たちにも分

かりやすい内容で説明していただきまし

た。 

 中村先生は、シュノーケリングの格好で、

背中には何

か珍しそう

なぬいぐる

みを担いで

登場！ 

先生が実

際に撮影した数々のパネルで大村湾を中

心に、小魚や海藻などを紹介し、特に、最

近の大村湾では“あま藻”が少なくなって

いる。この“あま藻”は、産卵や小魚の成

長に必要な海藻ですが、地球温暖化の影響

もその要因と話していました。 

背中に担いできたぬいぐるみは「白いス

ナメリ」でした！ このスナメリは大村湾

に約 300頭が生息しており、時折「大村湾

内で見つけた！」という報告もありますが、

「時津町の崎野公園からよく見つけられ

る」という話をしました。 

子どもたちは時間を経るとともに、緊張

が緩み（集中心が薄れ）がち。それを見透

かしたかのように、海中を撮影するための

カメラやボンベなどの機材を見せ、ボンベ

を担ぐ体験をさせたり、実際に水深２～３

ｍで動画撮影した“タツノオトシゴ”の産

卵や孵（ふ）化の様子を紹介したりしまし

た。 

お話の最

後には「大

村湾が今よ

りもっとき

れいになり

“あま藻”

がたくさん増えるように皆さんで考えて

みましょう！という言葉で締めくくりま

した。 

後半は、長崎外国語大学の北村 奈々さ

んが講師になり、簡単な英語を勉強しまし

た。 

グループ

で輪をつく

り、その中

でペアを組

み「英語で

紹介しあおう！」というテーマで進みまし

た。いつも使っている「How are you ?」

をもっと違う表現の「How’s it going ?」

を使い、続けて名前や年齢などを聞きあい、

楽しい英語を勉強しました。 

 

その中には感情表現も加えられており、

子どもたちはお互いに大きな声（英語）で

話していました。 
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～時津こども食堂「はこべら」に 大学生ボランティアが参加～ 

昨 年 11

月 23 日

（木・祝）に

新装開店し

た時津こど

も食堂「は

こべら」は、

月に 1回開店していましたが、6月と 7月

は、各月 2回開店します。8月の夏休みは、

回数を増やす方向で検討中です。「はこべ

ら」の開店日は、NPO法人コミュニティ時

津のホームページに掲載しています。 

 5月 12日（土）の開店日には、子ども

54人と大人 12人 総数 66 人が訪れ、ス

タッフ 18 人で対応しました。今回初めて

学生ボランティア 6人の参加もあって、

これまでとは違う雰囲気のこども食堂に

なったとの話が主催者からありました。 

 

学生ボランティア 6人は、ボランティア

活動支援事務局「やってみゅーでスク」の

紹介でした。「やってみゅーでスク」の事

務局は、長崎大学構内にあり、紹介を受け

る企業・団体は、「応援団登録」をして、

行事日程や内容などが分かる書類を添え

参加要請をすると、事務局が会員に対して

参加募集を行い、申請者に紹介をする仕組

みになっています。 

 

※「やってみゅーでスク」とは（ホームページから引用） 

 長崎市周辺 7大学（長崎大学・長崎県立大学・活水女子大学・長崎純心大学・長崎外国

語大学・長崎女子短期大学・長崎総合科学大学）の皆さんが、社会のフィールドにおいて

さまざまな体験を積み、豊かなコミュニケーション力をはぐくむため、地域の皆さまのご

協力をいただきながら運営するボランティア活動支援プログラムです。 

 

 

 

 

◎ 平成 30 年度 シニア パソコン教室事業「アミーゴ サロン」 

4 月から年 10 回、時津町総合福祉センターで、10 月と 11 月を除く第 3 火曜日に開

催します。開催期間中の途中入会も可能で、各自都合がつく日に出席していただくよう

にしています。 

 

◎ 7月 29日(日) 左底地区三世代交流の川遊びに、協力団体として参加。 

 

◎ 8月 26日（日）とぎつ夏まつりに出店予定。 

地球温暖化防止啓発活動と「バザー」を行うことにしています。ご家庭で眠っている

ご提供できるものがありましたら当法人までご連絡ください。 

（Tel／Fax 095-882-1379  e-mail commutogi@ngs1.cncm.ne.jp） 

 

 

 

当面の予定 

他の地域活動紹介 
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 ★ 4 月～6 月 ホームページ掲載記事リスト（8 件） ブログ掲載数（7 件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

 

1. コミュニティ時津 平成 30 年 通常総会 

2. 第 2 回「とぎつサタデールーム 

3. カナリーホールイベント情報（6 月・7 月） 

4. 子ども食堂「はこべら」ご案内（6 月・7 月） 

5. 平成 30 年「サタデールーム」がスタート 

6. カナリーインフォメーション 2018 No.1 

7. カナリーホールイベント情報（5 月・6 月） 

8. 会報 56 号(コミュニティ時津) 

 

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、ま

たは関係先の方などに配布し、当法人の活動状況を報告させていただいております。 

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 30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  

    

★ 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。入会案内と申込用紙は、当法人ホームページからダウンロードできます。 

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 

お知らせ 

http://www.togitu.org/
http://togitu.blog65.fc2.com/
http://togitu.blog65.fc2.com/
http://togitu.blog65.fc2.com/
http://togitu.blog65.fc2.com/

