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活 動 報 告（令和 2 年 1 月～3 月） 
 

 

 春季「時津港沿岸のごみ拾い」 

～新型コロナウイルス感染症拡大リスク回避のため中止～ 

 シニアパソコン教室事業「アミーゴサロン」 

～令和 2年度「アミーゴサロン」終了（登録会員数 26人）～ 

 会員のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」 

～年 5回開催（新型コロナウイルスで 1回中止）～ 

 協働事業 土曜学習教室「とぎつサタデールーム」（時津町委託事業） 

～「いただきますクッキング教室」の子が成長し大学生ボランティアで参加～ 

～第 9回 お正月遊び「英語で福笑い」と「兜（かぶと）と凧（たこ）」作り～ 

～第 10回 卒業・修了証書授与とお祝いの大村ずしを作って会食～ 

 当面の予定 

～新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 事業予定を変更～ 

◎ 令和 2年 通常総会 

◎ シニア パソコン教室事業「アミーゴ サロン」 

◎ コミュニティ時津会員のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」 

◎ 協働事業 土曜学習教室「とぎつサタデールーム」 

 ホームページ掲載記事（1月～3月） 

◎ ホームページ 19件  ブログ 11件 

 

 

 

★ 春季「時津港沿岸のごみ拾い」 
 
～新型コロナウイルス感染症拡大リスク回避のため中止～ 

標記事業の中止は、2 月 25 日（火）に決定し、理事長名で 3 月 2

日（月）の町内隣組回覧でお知らせいたしました。また、町内の協

力企業・団体の皆さんには、訪問して封書を手渡し、中止の理由を

説明しました。 

お知らせの内容は次の通りです。 

 

 

内  容 

活 動 の 詳 細 

令和 2年 4月発行 【第 64 号】 

会  報 

秋季（10/19）実施の一コマ 
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春寒次第に緩むころ、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

さて、3 月 14 日（土）に実施を予定しておりました NPO 法人コミュニティ時津主催、時津町

後援の「春季 時津港沿岸のごみ拾い」は、広報とぎつに掲載したり、案内チラシを配布したり

して参加者を募っておりましたが、大勢の人が集まるイベントでの新型コロナウイルス感染症

拡大のリスクを回避するため、誠に勝手ながら中止させていただくことになりましたのでお知

らせいたします。 

ご参加を予定されておられた皆さま方におかれましては、誠に申し訳ございませんが、なにと

ぞご理解賜りますとともに、今後とも、変わらぬご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたしま

す。 

 

★ シニアパソコン教室事業 

～令和元年度「アミーゴサロン」終了（登録会員数 26 人）～ 

時津町総合福祉センターで開催した時津町社会福祉協議会と

の共催事業 令和元年度「アミーゴサロン」は、2月 18日（火）

に終了しました。 

 60歳以上のシニアパソコン教室で、登録受講者数は 26人（う

ち 3人が中途入会です）、受講者の平均年齢は 72歳。最高齢者は

84歳で「アミーゴサロン」のスタート時から参加しており、今年

度で 3年続けての参加です。出席率は 70％で、10回無欠席者（フ

ル参加）が 7人いました。 

 令和元年度の教室（昭和 31年 4月 16日～令和 2年 2月 18日）

は、8月と 3月を除く第 3火曜日の午前 9時半～11時半までの 2

時間で、年間 10回開催しました。 

 受講者は、ノート型パソコンを持参し、パソコンのことで困っ

ていることを質問すると、NPO のレギュラーサポーター4 人と大

学生ボランティアサポーターが、これに応える形のサロンです。 

開講式と閉講式を行う初日と最終日を除く 8回は、NPOのレギ

ュラーサポーターが輪番制で行うショートスピーチから始まり

ます。 

ショートスピーチは仕掛かり前の 10 分以内で、パソコンをテ

ーマにした話をします。その後が受講者の質問タイムとして、お

互いに教えたり教えられたりの時間になります。 

 大学生サポーターの参加もあります。募集は、長崎大学ボラン

ティア活動支援センター「やってみゅーでスク・U サポ」に企画

登録をしてお願いしています。 

若い大学生が参加すると教室の雰囲気も変わり、活気あるもの

になりますが、この教室がウィークデーの火曜日開催のため、残 開講式からのサロンの様子 



第 64 号 3／6 

念ながら学業のある大学生が参加できる日は限られています。 

“継続は力なり”“努力は人を裏切らない”皆さんの熱心さに背

中を押され、この教室を続けています。 

 高齢者の集いの場をつくり、パソコンをツールに、指を動かし

頭を使ったり談笑したりすることで、皆さんの健康な生活の一助

になれは、との思いで開催しているパソコン教室です。 

 

 

～会員のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」～ 

 令和元年度からの新企画「こみとぎピーシーサロン」は、当法人の会員が奇数月の第 2火曜日

に時津公民館に集い、「パソコンのスキルアップまたは思いどおりに、資料や表を作りたいとい

う人たちが、教えたり教えられたり、四方山話（雑談）をしたりするなど、何でもありの会です。 

前年度（令和元年）からの新企画で、5月 14日（火）にスタートし、5月・7月・9月・11月・

1 月の 5 回開催しましたが、年度最後の 3 月 10 日に予定していたサロンは、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のための自粛要請で、会場が使えずに中止にしました。 

今年度も開催を予定しています。時間は午前 10 時から正午までで、参加費無料です。お気軽

にご参加ください。会員の同好会とあって、このために会員になられた方もおられます。 

 

 

 

★ 土曜学習教室 （とぎつサタデールーム） 

～「いただきますクッキング教室」の子が大学生になって 講師補助兼安全担当で参加～ 

時津町の委託事業「とぎつサタデールーム」は、「NPO法人コミュニティ時津」と「とぎつ

子どもの居場所づくり実行委員会（会長 田窪 幸男）」との協働事業として進めています。令

和元年度は、令和 2年 2月 15日（土）に終了しました。 

うれしいニュースですが、「とぎつサタデールーム」の前身である「いただきますクッキン

グ教室」に参加していた子（小学生）が、大学生になって講師補助として参加しています。 

将来は、私たちのような企画・運営をする側の立場に立つなどして、「サタデールーム」

が、持続可能な取り組みとして存続することを期待しています。 

 

～第 9 回 お正月遊び 「英語で福笑い」と「兜（かぶと）と凧（たこ）作り」～ 

1月 11日（土）、時津公民館別館での 第 9回「とぎつサタデー

ルーム」は、前半が英語の福笑い遊びで、後半が新聞紙の兜作り

とレジ袋で凧作りをしました。 

 福笑いは先ず、顔の部位と上下左右を英語で覚えました。それ

から 6つのグループに分かれ、目隠しをした子にグループの他の

子たちが、顔の部位と上下左右を英語で指示（発音）し、アニメ

協 働 事 業 

サロンの様子 

福笑い遊びで使う英語の学習 
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のキャラクターの顔を作ります。最後に目隠しを取り顔の出来上がりを見て、みんなで大笑いを

する遊びです。遊びの中で英語の学習をしました。 

 新聞紙の兜作りは、長方形の新聞を正方形にし、中原スタッフの説明どおりに、順に折って完

成させました。レジ袋を利用した凧作りは、レジ袋に思い思いの絵を描き、幅広ビニールテープ

の足と凧をあげるための糸ひもを付けて完成させました。その後、微風の屋外に出て自作の凧を

手に、元気いっぱい走り回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～第 10 回 卒業・修了証書授与とお祝いの大村ずしを作って会食～ 

 令和元年度 最後（第 10回）の「とぎつサタデールーム」は、2月 15日（土）時津公民館の

集会会議室と研修室、調理室・栄養指導室で開催しました。 

  

午前 9時から受付を始め、9時半から集会会議室・研修室で、

1年間の「ふりかえりの DVD」を見ました。次いで、大学生スタ

ッフが「修了・卒業証書」を渡し、児童に 1年間の感想を述べ

てもらいました。その後、アンケートに答えてもらい、10時半

から、太田スタッフが「時津まんじゅうと大村ずしの歴史と由

来」について話をしました。 

 10時 40分にはエプロン・バンダナを着けて向かいの調理室に

移動し、お祝いの郷土料理大村ずしを作りました。児童は、5グ

ループ（調理台 5台）に分かれ、大学生スタッフ 2人が付きま

した。 

中原スタッフが、ご飯や具材を置く手順を説明しながら、大

村ずしを完成させました。 

ふりかえりの DVDを見る 

卒業または修了証書の授与 

福笑いの遊び方の実演 6～8人のグループに分かれて 英語で福笑い遊び 

レジ袋に絵を描き ビニールテープの足とひもを付けて完成させた 屋外で凧あげ大会 
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11時半から隣の栄養指導室で、大村ずしと時津まんじゅう 2個を配り、「大地の恵みに感謝

して いただきます」と全員で発声し会食をしました。食事が終わってから「ごちそうさまでし

た」をして、使った食器類などを洗い、後片付けをして終了しました。 

 

 

 

 

 

～新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 事業予定を変更～ 

◎ 令和 2 年 通常総会 

 今年度の通常総会は、6 月 21 日（日）開催で準備を進めていますが、新型コロナウイルスに

よる活動自粛要請が続くようであれば、総会（議決）のやり方などに変更があります。 

◎ 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事業の標記事業は、時津町総合福祉センターを会場に、年間 10

回、第 3 火曜日の 9：30 から 11：30 まで（2 時間）開催する予定で、受講者募集を済ませてい

ましたが、新型コロナウイルスの拡散防止による会場の自粛要請があり、4 月と 5 月は、開催を

見送ることにしました。その後については、会場の自粛要請が解除されるか否かによって決め、

応募（受講）者には、時津町社会福祉協議会から、はがきでお知らせいたします。 

お問い合わせは、時津町社会福祉協議会（TEL 095-882-0777 柿添）までお願いいたします。 

◎ コミュニティ時津会員のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」 

 2 年目の「こみとぎピーシーサロン」は、奇数月（年 6 回）の第 2 火曜日 10：00～12：00、

時津公民館を会場に開催する予定でしたが、初回の 5 月開催を中止します。その後は、会場の自

粛要請が解除されるか否かによって決め、同好会員には、はがきまたは電話で連絡します。 

お問い合わせは、コミュニティ時津（Tel 095-882-2408 田窪）までお願いいたします。 

◎ 協働事業 土曜学習教室「とぎつサタデールーム」（時津町委託事業） 

5 月 12 日（火）スタートで準備中ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の度合いによって

は、延期することがあります。教育委員会 社会教育課と相談の上、延期の有無を決定します。 

当面の予定 

大村ずし作り：ご飯と具材は事前にスタッフが準備 作り方（手順）の説明を聞きながら完成させた 

卒業する大学生（4年生）の 

お祝いの言葉と別れのあいさつ 

次年度もお世話になる 

大学生スタッフのお祝いの言葉 

いただきます／ごちそうさまでしたは  

クッキング教室からのしきたり 
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 ★ ホームページ掲載記事リスト（1 月～3 月 ホームページ 19 件 ブログ 11 件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

1. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（4/4） 

2. カナリーホールイベント情報見送り 

3. 令和 2 年度「アミーゴサロン」受講者募集 

4. 「時津港沿岸のごみ拾い」中止のお知らせ 

5. とぎつこども食堂「はこべら」中止のお知らせ 

6. 「地域カフェとき」主催事業中止のお知らせ 

7. 第 10 回「とぎつサタデールーム」（第 10 回） 

8. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（3 月） 

9. カナリーイベント情報（2020/2 月／3 月） 

10. 子ども食堂ながさき ボランティア募集チラシ 

11. 「秋季 時津港沿岸のごみ拾い」のご案内 

12. 「ひなまつり展」のご案内 

13. 「ひなまつり展」出展品募集 

14. 「地域カフェとき」のご案内（2 月） 

15. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（2 月） 

16. 令和 2 年 成人式 

17. 第 9 回「とぎつサタデールーム」 

18. カナリーイベント情報（1 月／2 月） 

19. 会報 63 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。 

 

 

 

 

◎ 会員の皆さんへ   

※ 年会費納入について 

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。 

令和 2年度は、令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日までです。 

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  
    

※ 8 月末までに未納の方への通知について 

年度途中で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。 

 

ホームページ関係 

 

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 
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