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活 動 報 告（令和 4 年 4 月～6 月） 

 

 
 
 令和 4年 通常総会報告 

～３年ぶりの開催～ 

 

 パソコン教室事業 

～シニアパソコン教室「アミーゴサロン」がスタート～ 

 

 海外支援事業 

～ウクライナ（人道）支援募金活動～ 

 

 その他の活動 

～当面の予定～ 

 

 「とぎつサタデールーム」活動報告 

～和気あいあいとスタート！（令和４年度 とぎつサタデールーム）～ 

 

 ホームページ掲載記事（4月～6月） 

～ホームページ 10件  ブログ 3件～ 
 
 
 
 
 

★ 令和 4 年 通常総会報告 

～３年ぶりの通常総会～ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２年連続の書面表決となりましたが、今年

はコロナ感染者数も減り底をついたとの報道もあっておりましたので、コロナ感染症の予

防対策を講じて３年ぶりに通常総会を開催しました。通常総会の審議内容などの詳細につ

いては、次頁の議事録（抜粋）をもって報告に変えさせていただきます。 

 

 

令和 4年 7月発行 【第 73号】 

会  報 

内   容 

活 動 報 告 
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１．日  時：令和４年６月 18 日（土） 午後４時～５時 

２．場  所：長崎県西彼杵郡時津町元村郷 429 番地 2 時津公民館 視聴覚室 

３．出席者数：正会員数 18 人（個人会員 17 人、法人会員１人）のうち 17 人出席（内訳本

人出席 10 人、書面表決者７人、出欠未確認１人） 

４．議 事 

  第１号議案  令和３年度 事業報告 

  第２号議案  令和３年度 活動（収支）報告 

  第３号議案  令和３年度 監査報告 

  第４号議案  令和４年度 事業計画（案） 

  第５号議案  令和４年度 活動（収支）予算（案） 

５．議事の経過の概要及び議決の結果 

（1） 定刻に至り、司会の 太田 千賀子 氏より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、開会の辞を述べた。 

（2） 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって原田 穣 氏を選任した。 

（3） 議長は、議長席に着きあいさつの後、議事録署名人について、本日出席者の友岡 純

一 氏と太田 千賀子 氏を指名したところ、全員異議なく承認した。 

（4） 議長は、議事の進行について、令和３年度の事業報告と活動（収支）報告及び監査

報告を行い、承認採決後に令和４年度の事業計画案と活動（収支）予算案を説明し

審議、承認を求める旨を諮ったところ、全員異議なく承認した。 

（5） 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た。 

（6） 議長は、第４号議案 令和４年度事業計画（案）を田窪 幸男 氏に、第５号議案令和

４年度活動（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

た。司会者は議長を解任し、総会の終了を告げ閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 4 年 通常総会の様子 
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★ パソコン教室事業 

～シニアパソコン教室「アミーゴサロン」がスタート～ 

時津町社会福祉協議会との共催事業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、５月 10 日（火）にスタートしました。 

参加者の検温や手指のアルコール消毒、ソーシャルディスタンスの確保など、新型コロ

ナウイルス感染症防止対策を講じての開催となりました。 

定員 15 人で受講者募集をしたところ、21 人の応

募があり、抽選で 15 人の受講者を決定しました。 

受講者は、60 歳以上で最高齢者は 80 歳でした。

受講者の最高齢者が最高齢サポーターよりも年下

というのは初めてです。参加者の内訳は男性 6 人、

女性 9 人です。 

年間 10 回開催を予定しています。時間は午前 10

時から 11 時半までで、仕掛かりの約 10 分は、サポ

ーターが輪番制で講師を務める「プチ講座」です。その後に、受講者がパソコンのことで

困っていることを質問し、サポーターがこれに応えるサロンです。 

サポーターを含め参加者が、パソコンをツールに「わいわいがやがや」和やかな交流の

場とすることが目的の一つですが、コロナ禍の中での開催であるが故に「大声で話さない

ように」とのお願いをしています。 

６月で４回終了し、７月 12 日（火）が中間点の第５回です。８月を夏休み（休養日）と

し、折り返しのスタートが、９月 13 日（火）で 11 月 22 日（火）に終了予定です。 

 

 

★ 海外支援事業 

～ウクライナ（人道）支援募金活動報告～ 

ロシア軍によるウクライナ侵攻について

は、皆さんご存じのとおりですが、当法人と

して何か出来ることはないかと、緊急理事

会を開き「ウクライナ（人道）支援募金活動」

を行うことにしました。 

街頭に立って行う大掛かりな募金活動で

はなくて、理事が周りの人に声掛けをして

お願いする 1 か月（５月）程度の募金活動で

したが、お陰さまを持ちまして 41 万円の寄

付をいただきました。 

お預かりした寄付金は６月１日、認定

NPO 法人テラ・ルネッサンス（京都府 京都

市）の口座に振り込みました。 

送金先のテラ・ルネッサンスは、NPO 法

受講者の質問に応えるサポーター 
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人コミュニティ時津とほぼ同じ時期にNPO

法人格を取得し、東南アジアやアフリカで

地雷撤去や子ども支援など幅広い活動をし

ております。 

３月 15 日にはウクライナ危機緊急支援を

開始し、ハンガリーにスタッフを派遣して、

ウクライナ難民や子どもたちへの支援活動

を行っています。 

当法人とは、NPO 創設以来からのカンボ

ジア支援訪問活動でのつながり（交流）があ

ります。 

以上のような経緯があって、今回の募金

をウクライナ（人道）支援活動に役立ててい

ただくことにしました。

 

短期間ではありましたが、募金活動にご賛同、ご協力いただき誠にありがとうございま

した。ウクライナ戦争の早期終結を願っています。 

 

 

★ その他の活動 

～当面の予定～ 

１．地球温暖化防止啓発活動 

８月５日（金）の時津公民館講座、夏休みチャレンジ子ども教室「自然体験教室」（定

員 10 人）に、当法人の会員で長崎県地球温暖化防止活動推進員の原田 穣 氏が講師で参

加します。 

２．環境美化・保全 

10 月 15 日（土）、「時津港沿岸のごみ拾い」を実施します。一昨年以降のコロナ禍（２

年半）で、5 回の「時津港沿岸のごみ拾い」（年２回予定）を中止しました。自粛要請が

緩和され「今年こそは！」と意気込んでいます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

★ 「とぎつサタデールーム」の活動報告 

時津町から「子どもの居場所づくり実行委員会」への委託事業「とぎつサタデールーム」

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2 年間は中止せざるを得ませんでしたが、

感染者数が減少し、急激な変化もなさそうな状況であることを鑑みて、児童 11 人を対象に

５月 28 日（土）にスタートしました。コロナ以前は、年間 10 回開催していましたが、今

年度はコロナ禍の中で、３年ぶりの開催ということもあって 8 回開催としました。 

「子どもの居場所づくり実行委員会」会長の田窪 幸男 氏が、前年度までで会長を辞任

し、後任会長に中原 裕子 氏、事務局長に太田 千賀子 氏が就任しました。 

今年度から新体制で「とぎつサタデールーム」を運営しています。 

寄 稿 記 事 
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以下、太田 千賀子 事務局長の「初回 とぎつサタデールーム」の報告です。 
 

～和気あいあいとスタート！（令和４年度 とぎつサタデールーム）～ 

 コロナ禍により２年間、お休みしていた「とぎつサタデールーム」、今年は何とか開講す

ることができました。多くの子どもたちに参加して

ほしかったのですが、密集状態になるのを避けて募

集人数を 25 人にしました。対象学年を小学４年生

～６年生としたため３年生の応募がなく、11 名の参

加となりました。 

 会場は、これまでの「時津公民館別館」から「茶

屋本陣」を改装した研修室になりました。参加した

子どもは、初めての会場にみんな興味津々！ 

子どもたちにも手伝ってもらって、会場設営、

受付などの準備が完了。代表挨拶・スタッフ紹介からはじまり、子どもたちもそれぞれ、

好物の食べ物は何かを含めて自己紹介をしてくれました。 

第１回目のテーマは「時津町を知ろう！」まずは自分の周りにある“時津町のお気に入り” 

を２つずつ紙に書き出す作業。食べ物でも、場所でも、お店でも、施設でも何でもＯＫ！

自分が通っている学校を挙げた子もたくさんいました。それぞれが、なぜ“お気に入り”な

のかを発表しながら、時津町の簡単な地図のお気に入りスポットに紙を貼っていきました。

子どもの１人から「自分の校区以外のお気に入りスポットも知ることができて、良かった！」

との感想が聞かれました。 

 

第２回は大学生ボランティアスタッフが参加し、６月 11 日（土）茶屋本陣研修室で「環

境月間『ＳＤＧｓを学ぶ』」をテーマに、DVD を視聴し「ごみ分別の方法」などについて

学び、考えました。 

今年度の「とぎつサタデールーム」の終了日（最終日）は令和５年２月 26 日です。 

 

 

 

 
 

★ ホームページ掲載記事リスト（４月～６月 ホームページ 10 件 ブログ ３件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

 

1. 粗大ごみの収集（時津町元村一地区） 

2. 令和４年通常総会（NPO 法人コミュニティ時津） 

3. ダンスパフォーマンス EBIKEN（カナリーホール） 

4. カナリーホールイベント情報（令和４年６月） 

5. こども食堂「はこべら」食料品の提供（7/9） 

6. 時津こども食堂「はこべら」の現状報告 

7. 令和４年度「アミーゴサロン」がスタート 

8. こども食堂「はこべら」食料品の提供（6/4） 

9. 「地域カフェとき」食料品提供会のご案内 

10. 会報 72 号（コミュニティ時津） 

ホームページ関係 

初回とぎつサタデールームの様子 
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ホームページアドレス：http://www.togitu.org 

ブログへは、ホームページのトップページの 

《ブログ入口 》の   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４年度は、令和４年４月１日から令和５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（下記）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   

    

※ 年会費未納通知の発送について 

９月末までに年会費未納の方については、誠に恐縮ではございますが、10 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。 

さらに、12 月末までに年会費未納の方については、翌年 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。 

「年会費納入のご案内」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。 

 

※ NPO 法人コミュニティ時津の理事名 

次の５人です。 

田窪 幸男・友岡 純一・太田 千賀子・清浦 保・原田 穣 

 

  

発行元（連絡先）：NPO法人 コミュニティ時津 

〒851-2107 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 

お 知 ら せ 

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

