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活 動 報 告（平成 30 年 7 月～9 月） 
 

 

 海外支援（カンボジア） 

～時津小学校 校内トレセンでカンボジア支援物資の梱包（こんぽう）作業～ 

～カンボジア支援物資の発送準備～ 

 「とぎつ夏まつり」に出店 

～「もったいない運動」リユースのバザーと地球温暖化防止の啓発活動～ 

 シニアパソコン教室事業 

～「アミーゴサロン」の学生ボランティアサポーターが躍動～ 

 協働事業 土曜学習教室（とぎつサタデールーム） 

第 3 回 ～時津の昔の生活を知ろう 時津町民俗資料館の見学～ 

第 4 回 ～時津の象徴を形にしてみよう（クッキーのお土産作り）～ 

第 5 回 ～発泡スチロールの印鑑作りとボールペン習字で感謝状を作る～ 

 当面の予定 

◎ 10 月 5 日（金）社協からの委託事業「やさしいパソコン教室」がスタート 

◎ 10 月 20 日(土)「時津港沿岸のごみ拾い」 ご参加をお待ちしています！ 

◎ 11 月初旬 カンボジア支援訪問 参加者募集中！ 

 ホームページ掲載記事（7 月～9 月） 

◎ ホームページ 18 件   ブログ 14 件 

 

 

 

★ 海外支援（カンボジア） 

～時津小学校 校内トレセンでカンボジア支援物資の梱包（こんぽう）作業～ 

8月 10日（金）、時津小学校 体育館及

び図書室で、5・6 年生の児童 27 人を対

象に、JRC（青少年赤十字）リーダーシッ

プ トレーニングセンターが開催されま

した。当法人から 6 人が参加しました。 

午前 11時からカンボジア渡航歴 13回

の太田 千賀子 

会員が、カンボ

ジアまでの道

程や現地の子

どもたちの状

況などについ
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て話をした後に、

児童が集めた支

援物資の梱包作

業を、児童や先生

と一緒に行いま

した。11 時 45 分

には梱包作業が終了し、最後に募金活動

で集めた寄付金が、田窪理事長に渡され

ました。 

児童は、夏休み中の午前 8時半から

午後 4時まで、ぎっしり詰まったトレ

ーニング計画に従って、丸岡 千花子 

先生らの指導で訓練を受けました。 

 本トレーニングセンターは、① 学

校・家庭・地域の中で、進んで役割を

もち、リーダーや協力者として行動し

ていく素地を養う ② グループによる

課題解決学習を通して、仲間と協力す

る楽しさや大切さを学び、これからの

学校生活に生かそうとする態度を養う

という目的で活動しています。 

時津町立の学校で、この活動を行っ

ているのは時津小学校と時津中学校の

２校と聞いています。 

 

～カンボジア支援物資の発送準備～ 

９月 12 日（水）午後 5 時から、NPO 法

人コミュニティ時津の事務所（友岡冷機㈱

敷地内）で、当法人の会員５人が時津小学

校校内トレセン

の皆さんなどか

ら寄せられたカ

ンボジア支援物

資の発送準備を

行いました。 

 翌 13 日、西彼杵郵便局からカンボジア

に向けて船便で発送しました。11 月初旬

に予定している支援訪問団の現地到着に

合わせての日本発送でした。 

 これまでに途中で荷物が消えるような

ことはなかったが、荷崩れやゴキブリの侵

入があったなどの報告があって、今回はよ

り厳重な荷造りをしました。 

 後日、時津小学校からカンボジアの子ど

もたちへのメッセージを預かりました。こ

のメッセージは、カンボジア訪問予定の当

法人の会員が、現地の子どもたちに届けま

す。メッセージは、三つ折りの見開きで、

学校生活や時津町のこと、支援物資をみん

なで集めたことなどが書かれています。

 
★ 「とぎつ夏まつり」に出店 
～「もったいない運動」リユース（再使用）のバザーと地球温暖化防止の啓発活動～ 

8月 26日（日）、とぎつ夏まつり実行委

員会（委員長 吉田 義德 町長）主催の「と

ぎつ夏まつり」が、時津ウォーターフロン

ト公園で開催されました。当法人は、リユ

ース（再使用）のバザーと地球温暖化防止

啓発活動で出店しました。 

 次々に発生する台風の影響が心配され

ましたが、晴れ間に雲がぽっかり（半分青

い！）、快い風が吹くという好天に恵まれ

ました。しかし時間が経つにつれて気温が

上がり、体感温度は、悠に 35 度を超える

猛暑日。アイスノンや氷をタオルに巻き、

首を冷やすなど熱中症対策が大変でした。 

 バザーは、家

に眠っている引

き出物や贈答

品、まだ十分に

使える食器や台

所用品、家電品

及びインスタントカメラなどを持ち寄り、

https://blog-imgs-122.fc2.com/t/o/g/togitu/DSC_0400a.jpg
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「激安！ 『リユース』 使ってもらうだ

けで うれしいです」をスローガンに出店

しました。開店を待ちわびるお客さんがい

たりして、大勢の方に来ていただきました。

バザー商品をご提供いただいた方々に、あ

らためてお礼申し上げます。 

 地球温暖化防止啓発コーナーでは、ブー

スの壁面にパネルを掲示して、「新聞紙の

エコバッグ作り」や「クール チョイス宣

言」、「エコかるたクイズやエコライフチェ

ック」に、約 50人がチャレンジしました。

参加者は子どもが多く、中にはお母さん

（お父さん）と

一緒に、チャレ

ンジする子もい

ました。この子

たちが、より一

層環境に関心を

持つようになってもらえればと思ってい

ます。 

お忙しい中、長崎県地球温暖化防止活動

推進センターの職員 2人と西彼地区（長与

町）の推進員の方 2人も一緒に活動してい

ただきました。 

 
 
 
 
★ シニアパソコン教室事業 

～「アミーゴサロン」の学生ボランティアサポーターが躍動～ 

8月 21日（火）、今年度 5回目の

「アミーゴサロン」には、34人の登録

会員中 18人が出席しました。 

参加者の質問

にサポーターが

応える形のパソ

コン教室です

が、1 人に付き

っきりになるこ

とがあるなど、当法人の 4人のサポータ

ーでは行き届かないことがありました。

この問題を解消するために、長崎大学ボ

ランティア活動支援「やってみゅーでス

ク」事務局に、派遣要請をしていたとこ

ろ、2 人の学生さんが来てくれました。 

 今回が初めての学生さんに、講座開始

前にサロンの目的や実施要領、サポータ

ーの心得などについての導入教育を行

い、即サポーターの一員として対応して

いただきました。 

若いサポーターが加わったことで、サ

ロンの雰囲気が変わり活気が出てきま

した。また、受講者への対応が行き届く

ようになりました。 

サポートした学生は「受講者の皆さん

が、快く受け入れてくれてよかった」「簡

単なことだが、自分の知らないこともあ

って、勉強になった」と感想を述べてい

ました。 

「やってみゅでースク」事務局の塩塚

さんからは、「２人が参加してよかった。

雰囲気も温かく、いい経験になったと喜

んでいました。今後もぜひ参加したいと

のことでした」といううれしい報告をい

ただきました。 

ボランティアの学生さんは、当法人会

員サポーターを含む「おじいちゃんやお

ばあちゃん」の生き生きとした姿を見て、

何か得るものがあれば参加した意義が

あったのではないかと思っています。そ

の次の 9 月 18 日（火）のサロンにも出

席していただき、戦力になっています。 
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★ 土曜学習教室 （とぎつサタデールーム） 

第 3 回 ～時津の昔の生活を知ろう 時津町民俗資料館の見学～ 

7月 14日(土) 、時津公民館別館からと

ぎつカナリーホールまで歩いて時津町民

俗資料館を見学しました。児童 57 人（10

人欠席）、大学生スタッフ 7 人と NPO スタ

ッフ 3人、総勢 67人が参加しました。 

 集合場所から「26 聖人上陸地」を経由

し、国道 206 号線の歩道を歩き、10 時半

にとぎつカナリーホール（民俗資料館）に

到着しました。 

入館した後、佐

藤 雄一 館長と

後藤 弥生 学芸

員の歓迎あいさ

つを受け、民俗資

料館を見学しま

した。民俗資料館では、後藤 学芸員から

「継石坊主が教えてくれる時津街道」と

「写真で巡るふるさと時津」の 2本の DVD

を見せていただ

き、「時津」の名

前の由来につい

ての説明があり

ました。 

「時津町民俗

資料館」は、とぎつカナリーホール内に併

設されており、館長は、「とぎつカナリー

ホール」の館長が兼務しています。佐藤 雄

一 館長は、ごあいさつで「このホールに

は、昔のことを知る民俗資料館と皆さんが

ステージナインで知っている、現在から未

来に感動を与えるカナリーホールがあり

ます」という話をされました。 

第 4 回 ～時津の象徴を形にしてみよう（クッキーのお土産作り）～ 

8月 4日(土) 時津公民館で、児童 55人

（12 人欠席）、スタッフ 11 人（うち大学

生 8人）、総勢 66人が参加し「時津の象徴

を形にしてみる！」（時津のお土産品を作

る）をテーマに、時津の名所・名物などの

クッキー作りにチャレンジしました。 

 まずは、自分が

作りたいクッキ

ーのデザインを

決め、材料を受け

取りクッキー作

りに取り掛かり

ました。小麦粉（薄力粉）をビニール袋に

入れフリフリして混ぜ、マーガリンを加え

て粘土状にモミモミ。それを延べ棒で約

3mmの厚さにして、デザインした「さばく

さらかし岩」や「ブドウ」、「みかん」など

の形を作りました。その後、オーブンで 20

分ほど焼き完成です。焼き時間を利用し、

事前に炊いた白ご飯でおにぎり作りをし

ました。素手に水を湿し、塩を手に三角お

にぎりと俵型お

にぎりを作る子

どもたちから

「 熱 い ！ 熱

い！」の声が上

がりましたが、

火傷（やけど）

しない熱さで握るコツを覚える、良い体験

ができました。 

協 働 事 業 
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第５回 ～発泡スチロールの印鑑作りとボールペン習字で感謝状を作る～ 

９月８日(土) 時津公民館別館で、児童

49人（18人欠席）、スタッフ 11人（うち

大学生８人）、総勢 60 人が参加し「印鑑

作り」と「ボールペン習字」にチャレンジ

しました。 

 前半の「印鑑作り」は、名前と好きな絵

を用紙に書き、

一辺が約４㎝の

正方形の発泡ス

チロールに、裏

返しに重ねて鉛

筆又はボールペ

ンでなぞって溝を掘り、2つの印鑑（名前

と絵）を作りました。 

 後半は、時津町在住で書道教室の満嶋 

美智子 先生を講師に迎え「ボールペン習

字」を習い、敬老の日を前におじいちゃん

やおばあちゃんまたはお世話になった人

への感謝状を書きました。 

感謝状を書く前に、幾つかの漢字を取

り上げ、正しい書き順を教えました。ま

た「ごんべんやてへん」など 9つの辺を

示し、グループで話し合って、それぞれ

３個の漢字を作りなさいという問題を出

しました。子どもたちは、グループごと

に話し合った結果、 総計 27個の漢字を

発表しました。 

その後、先生の「感謝状を書くときには、

正しい書き順で丁寧に集中して書きなさ

い」という話を

聞いて、感謝状

作りに取り組み

ました。出来上

がった感謝状に

は前半に作った

マイ印鑑を押して、きれいに折って、宛先

を書き郵便で出せるような形にして完成

させました。  

 

 

 

◎ 10 月 5 日（金）社協からの委託事業「やさしいパソコン教室」がスタート 

60 歳以上のシニア対象の 10 回コースのパソコン教室に、定員 15 人に対し 21 人の

応募があました。平成 17 年から 14 年間延べ 233 人が受講しましたが、今年度をもっ

てこの事業は終了します。 

最終年度ということもあって、委託元の社協と協議し、特別枠を設けて応募者全員を

受け入れることにしました。 

 

◎ 10月 20日(土)「時津港沿岸のごみ拾い」 

午前 9 時ウォーターフロント公園入口集合で、約 2 時間の作業になります。駐車場

は、公園入口右側の芝生広場に「臨時駐車場」の看板がある所をご利用ください。 

必要品は当法人が準備します。足下が濡れてもよい服装でご参加ください。多くの方

の参加をお待ちしています。 

 

◎ 11 月初旬 カンボジア支援訪問団が、カンボジアに向けて出発します。参加希望者は

下記にお問い合わせください。 

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

当面の予定 
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★ 7 月～9 月 ホームページ掲載記事リスト（18 件）   ブログ掲載数（14 件） 

1. 「地域カフェとき」のご案内（2018.10.20） 

2. 元村一自治会（長崎県時津町）敬老会 

3. 第 5 回「とぎつサタデールーム」 

4. とぎつカナリーホールイベント情報（9・10月） 

5. 2018「とぎつ夏まつり」 

6. 「地域カフェとき」のご案内（2018.9.15） 

7. 「こども食堂 はこべら」のご案内（9 月） 

8. 元村一夏まつり（長崎県 時津町） 

9. 第 35 回 時津小学校 校内トレセン 

10. 第 4 回「とぎつサタデールーム」 

11. 時津町安全・安心まちづくり町民大会 

12. とぎつカナリーホールイベント情報（8・9月） 

13. 「地域カフェとき」のご案内（2018.8.25） 

14. 第 3 回「とぎつサタデールーム」 

15. とぎつカナリーホールイベント情報（7・8月） 

16. 「地域カフェとき」のご案内（2018.7.21） 

17. 「こども食堂 はこべら」のご案内（7・8 月） 

18. 会報 57 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 

当法人の会報は、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、

活動状況や地域の情報を報告させていただいております。 

 

◎ 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。9月 30日までに納入が確認されていない方には「年会費納入

のお願い」を同封させていただきました。  

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。 

ホームページ掲載状況 

 

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 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

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

