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活 動 報 告（令和 3 年 1 月～3 月） 
 

 

 令和２年度の総括 

～新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動中止事業が多かった～ 

１．地域情報の発信 

２．パソコン教室 

３．環境保全・美化、地球温暖化防止啓発活動 

４．安全な食の生産と食育 

５．海外（カンボジア）支援 

６．協働事業「とぎつサタデールーム」 

 時津川のごみ拾い（範囲 丸田橋⇔時津小学校 体育館裏） 

～口コミで 18人が参加 150 ㌕のごみを収集～ 

 令和 3年度の活動方針 

～新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながらの活動～ 

 トピックス 苦しいときの神（妖怪）頼み‼ 

～会員のＨさんが諫早神社にコロナ終息祈願に行きました～ 

 ホームページ掲載記事（1月～3月） 

◎ ホームページ 5件  ブログ 7件 

 

 

 

★ 令和２年度の総括 

～新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動中止事業が多かった～ 

１．地域情報の発信 

ホームページまたはブログでの年間情報発信数は、ホームページ 24 件（前年度 78 件）、ブロ

グ 28 件（前年度 45 件）、総計 52 件（前年度 123 件）でした。発信数が大幅に減ったのは、町

内の各種事業や当法人の活動自粛、さらには不要不急の外出を控え取材機会が減ったことが関

係しています。 

 

 

内  容 

活 動 の 詳 細 

令和 3年 4月発行 【第 68 号】 

会  報 
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２．パソコン教室 

時津町社会福祉協議会と共催事業のシニアパソコン教室「アミーゴサロン」は、26 人（うち

新規 9 人）の参加申し込みがあり、4 月 21 日（火）開講予定で準備しておりましたが、応募者

へ 4 月 1 日に延期連絡をし、7 月 1 日に中止連絡をしました。 

当法人のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」も中止しました。 

３．環境保全・美化、地球温暖化防止啓発活動 

年間行事予定にあった「時津港沿岸のごみ拾い」は、春・秋ともに中止しましたが、11 月 14

日（土）、長崎市三重町「むつみ学童クラブ」主催の三重港地先 畔の浜の清掃活動に、当法人会

員で地球温暖化防止活動推進員の 2 人が参加しました。この関係の記事は前報（会報 第 67 号）

に掲載しました。 

また、3 月 13 日（土）に、時津川の範囲（丸田橋⇔時津小学校 体育館裏）を限定した「ごみ

拾い」を、小人数・小 1 時間で実施しました。詳細は本会報の別項で紹介いたします。 

４．安全な食の生産と食育 

前年度から 1 人が加わり 5 人の会員が、子々川郷の中山菜園（休耕地利用）で無農薬野菜づ

くりを実践しました。 

５．海外（カンボジア）支援 

これまで欠かすことがなかったカンボジアへの支援訪問はやめ、現地で日本人が運営する孤

児院（テラ・ルネッサンス、ノリア孤児院、礎の石）に支援金を贈りました。 

６．協働事業「とぎつサタデールーム」 

参加者申込をした児童は 30 人で、5 月 9 日（土）から開催予定でしたが、4 月に延期連絡を

し、11月に中止連絡をして年間を通じて開催しませんでした。 

 

★ 時津川のごみ拾い（範囲 丸田橋⇔時津小学校 体育館裏） 

～口コミで 18 人が参加 150 ㌕のごみを収集～ 

令和 3 年 3 月 13 日（土）、この日は当法人の年間行事予定

「春季 時津港沿岸（ウォーターフロント公園）のごみ拾い」

の日でしたが、大勢（約 100人）が集まる行事になることから、

感染症防止対策が難しいとの理由で中止にし、「時津川のごみ

拾い」を実施しました。 

今回は、当法人の会員と身近な人への呼び掛けで集まった小

人数（18人）・小１時間（10：00～11：00）、マスク着用と大声

で話さない、ソーシャルディスタンスの確保などをお願いし、

丸田橋から時津小学校 体育館裏までの範囲のごみを拾いしま

した。 

主として自然に返らないプラスチック製品や缶・ビンなどを

収集しました。木切れや木屑（くず）については、限られた時

間内で、できるだけ収集するという方針で行いました。 

 少ない人員と正味作業時間が 50 分程度でしたが、収集した

ごみの量は 150㌕で、うち金属（缶・ビン）類などの燃やせな

いごみは、ごみ袋（大）1つ分ぐらいでした。軽トラ１台に積

み込み、長与クリーンセンターへ持ち込み処理しました。  

時津小学校裏の作業状況 

仕掛かり前のミーティング 
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参加者は、当法人の会員のほかに、口コミでご参加いただいた

役場職員３人の方と一般県道奥の平時津線道路改良工事 野田

高架橋安全連絡協議会の４社（㈱別所組・黒瀬建設㈱、㈱寺尾工

業・武藤建設㈱）６人の方にご参加いただきました。 

翌日、出勤中の人から「きれいになりましたねー」との声が聞

かれました。こういう声を聞くと達成感倍増です！ 

ご参加ありがとうございました。  

 

★ 令和 3 年度の活動方針 

～新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながらの活動～ 

新型コロナウイルスの感染者数が連日発表されていますが、コロナは沈静化するどころかま

ん延しそうな勢いです。47 都道府県の中で感染拡大が第 4 波に入りつつあるとの報道があって

います。 

時津町では、高齢者へのワクチン接種が 5月 9日から始まるので、効果を期待していますが、

「ゼロコロナ」は夢の夢か、まだまだ先の先になりそうです。 

さて、令和 3年度の当法人は、感染防止対策を講じながら「ウイズコロナ」で活動してまいり

ます。但し、海外（カンボジア）支援訪問については、今年も普通に海外渡航できるまでになる

可能性が低いことから訪問を見合わせ、支援金を贈ることを考えています。 

「アミーゴサロン」（10回）は、時津町社会福祉協議会と協議の上、9月スタートを目途に準

備を進めることにしていますが、これまたコロナ次第で、十分な感染症防止対策が取れるか、福

祉センターの利用制限（自粛）がどこまで緩和されるかにかかっています。 

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「とぎつサタデールーム」

（町委託事業 10回）は、5月 22日（土）スタートで準備を進めています。これも感染症防止

対策を講じた上での開催ですが、長崎の感染者が急激に増えるようなことがあれば、中止せざる

を得なくなります。 

暗い後ろ向きの話ばかりですが、普通の生活ができる日が一日も早く来ることを願うばかり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦しいときの神（妖怪）頼み‼ 

会員のＨさんが アマビエ様にコロナ終息祈願に行き 

画像と説明文を送ってくれました 

諫早神社のアマビエ様に早くコロナ禍が終息 

するよう祈願に行きました 

御朱印もあったそうですが売り切れていました 

このアマビエ様は神社の工事の時に切って 

保存していたクスノキの大木で諌早市の 

チェーンソーの達人が作られたそうです 

 

 

トピックス 

中央上方が丸田橋 

時津公民館側から見る 

令和３年２月４日祈願 



第 64 号 4／4 

※ アマビエとは 

肥後国（現在の熊本県）熊本御領分真字郡の海岸に出現した三本足の化け物。猿のような声

で 6年間の諸国の豊作と流行病による死者続出を予言し、続いて自分の姿を描き写す者には害

はない、と告げて海中に戻ったといいます。 

全国的にコロリ（コレラ）が大流行し、死者は数万人に及んだ。この流行時に三本足のアマ

ビエの姿の摺（す）り物が、市街地を中心にたくさん販売されたといいます。なお、アマビエ

の名は「アマビコ（アマ彦）」の誤字に由来するとされています。           

 

 

 ★ ホームページ掲載記事リスト（1 月～3 月 ホームページ 5 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. 時津川のごみ拾い（範囲限定） 

2. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（4 月） 

3. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（3 月） 

4. 時津こども食堂「はこべら」ご案内（2 月） 

5. 会報 67 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（4月から令和３年度です） 

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 3年度は、令和 3年 4月 1日～令和 4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。 

・十八親和銀行 時津中央支店  普通２５７５９１９  

・十八親和銀行 時津支店    普通１９１９７３   
    

※ 8 月末までに未納の方への通知について 

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久留里郷 1048 番地 11 

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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