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活 動 報 告（平成 28 年 4 月～6 月） 
 

 

 NPO法人コミュニティ時津 平成 28年 通常総会 

 寄稿記事 

～子どもの貧困問題  地域で始まっている「こども食堂」の取り組み～ 

しもむらクリニック院長 下村 千枝子       

 協働事業 土曜学習教室（とぎつサタデールーム） 

～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～ 

・第 1回 ～時津町を知ろう、エコバッグづくり～ 

・第 2回 ～環境月間 地球温暖化防止のために、私たちにできること～ 

 当面の予定 

◎ 8月 28日（日）とぎつ夏まつりに出店 

◎ パソコン教室の開催 

 ホームページ掲載記事リスト 

◎ 4月～6月  ホームページ 8件  ブログ 17件 

 

 

★ NPO 法人コミュニティ時津 平成 28 年 通常総会

6月 19日（日）午後 4時から 5時半まで、時津公民

館集会会議室で通常総会を開催しました。総会の内容

は次の通りです。 

事業計画で前年度との大きな違いは、環境保全・美

化活動で時津川のごみ拾いと時津港（ウォーターフロ

ント公園）沿岸のごみ拾いを年 1回実施しておりまし

たが、今年度は時津川のごみ拾いをやめて、時津港の

ごみ拾いを年 2回実施することにしました。理由は、
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時津川の拡幅工事の関係と川底の草木の成長により、作業区間（約２㌖）が制約されることと

歩行困難な所が多々あるなどで安全面を考慮して、当分の間、見送ることにしました。 

 

◎定足数の確認 

正会員数  27人 （個人会員 24人 法人会員 3社）  

 出席者数   26人 （本人出席 14人 表決委任 6人、書面表決 6人 出欠未回収 1人）  

１．議 事  

  第１号議案  平成 27年度 事業報告について 

  第２号議案  平成 27年度 活動計算書報告について 

  第３号議案  平成 27年度 監査報告について 

  第４号議案  平成 28年度 事業計画（案）について 

  第５号議案  平成 28年度 活動予算（案）について 

２．議事の経過の概要及び議決の結果 

（1）司会者 太田 千賀子 氏が開会を宣し、田窪 幸男 理事長が開会挨拶をした。 

（2）続いて、司会者が本日の通常総会は、定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ

たのち、議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって宮崎 清 氏が議長に選任さ

れた。 

（3）議長は、議長席に着き挨拶の後、議事録署名人を選任したい旨を述べ、これを議場に諮っ

たところ、満場一致をもって友岡 純一 氏 及び 原田 穣 氏の 2名が議事録署名人に選任

された。 

（4）議長は、議事の進行について、平成 27年度の事業報告と活動計算書報告及び監査報告を

行い、承認採決後に平成 28年度の事業計画（案）と活動予算（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 活動計算書報告を清浦 保 

氏にさせた後に、第 3号議案 監査報告を監事が欠席のため、代行で太田 千賀子 氏にさ

せ議場に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 平成 28年度 事業計画（案）を田窪 幸男 氏に、第 5号議案平成 28

年度 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、すべての議事を終了した旨を述べたのち辞任あい

さつをし、議長席を退席した。司会者は議長を解任し、その

他の項で田窪 幸男 氏に「理事の担当業務」について、友岡 

純一 氏に「カンボジア支援」について、中原 裕子氏に「と

ぎつサタデールーム」について、下村 千枝子 氏に「地域包

括ケアー」についての説明または報告を求めた。各人が説明

または報告を行った後に、総会の終了を告げ閉会した。 
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～子どもの貧困問題 地域で始まっている「こども食堂」の取り組み～ 

しもむらクリニック院長 下村 千枝子 

 2025年、団塊の世代が 75歳以上の高齢者となり、医療・福祉の需要が急激に増えることを、

前回投稿させていただきました。同時に少子化・子どもの貧困問題もあります。相対的貧困と

いうのは、「社会の標準的な所得の半分以下の所得しかない世

帯」のことです。 2人世帯であれば 177万円、3人世帯で 217

万円、4人世帯で 250万円を下回る世帯です。子どもの相対的

貧困率 15.7％、実数にして約 232 万人、特に大人が 1 人の世

帯の相対的貧困率が 50.8％と，大人が 2 人以上いる世帯に比

べて非常に高い水準となっています。貧困に陥る子どもが急

速に増えていますが、1990 年代に入ってから、子どもの貧困

率は大きく上昇していて、その上昇率は他のどの年齢層よりも高くなっています。理由はわか

りませんが、国の社会保障制度からの給付が高齢者に極端に偏っていることと無関係ではない

と考えられています。当院でも、薬代が高いので、勝手に薬を中止し痙攣（けいれん）発作が

起こり、救急車で運ばれた母子家庭の例など、経済的な負担で医療が制限された方がいます。

子どもさんを抱えながら働いている若い親は、祖父母の物心両面の支援がない場合、大変と思

います。特に母子世帯の約 8割の母親は、働いていますが、貧困状態で、社会的支援が不十分

です。小さい子どもがいる母親は、子どもが病気するとすぐ休むといわれ、正規の就労を拒ま

れる例もあります。このような家庭で、十分に養育や教育ができなければ、子どもたちもまた

貧困状態となる負の連鎖が起こります。このような厳しい状況の中、ひとり親や共働き家庭の

子どもたちに、無料または安価で食事を提供する「こども食堂」

が広がりつつあります。こども食堂は、食事の提供だけでなく、

学習指導なども無料で行っており、安心して自由に出入りできる

居場所となっているようです。長崎のこども食堂にも、時津から

も訪れる子どもさんがいるそうです。 

 日本は、何も資源のない、人材のみが資源の国です。明治維新

を乗り越えられたのも、江戸時代から子どもに読み書き・そろば

んを教え、識字率が高かったからといわれています。2025 年に向かって高齢化で不安もあり

ますが、高齢者同士の助け合い・検診を積極的に受けるなどの自助努力などで、高齢者の医療・

介護費を節約しながら、子どもは社会が育てるとの意識の基、インフルエンザなどの予防接種

の無料化・病気の子どもも預けられる病児保育の拡充、奨学金の充実など、若い世代への支援

をしなければ、日本の将来不安は解決しないと思います。 

                           （下村 千枝子） 

寄 稿 記 事 
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★ 土曜学習教室 （とぎつサタデールーム） 

～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～ 

昨年（平成 27 年度）から土曜学習推進事業の「とぎつサタデールーム」が始まりました。

今年度も「子どもの居場所づくり実行委員会」（会長 田窪 幸男）が時津町からの委託事業と

して、町内 4 つの小学 3～6 年生の応募者 64 人を対象に、年間 10 回開催することにしていま

す。5 月 14 日（土）に初回教室を開催し、6 月 11 日（土）に第 2 回が終了しました。以下、

2回の「とぎつサタデールーム」の報告をさせていただきます。 

第 1 回 ～時津町を知ろう、エコバッグづくり～ 

5 月 14 日（土）、時津公民館別館で、「とぎ

つサタデールーム」がスタートしました。 

 初日は、児童 63人（1人欠席）、スタッフ 11

人（うち大学生 8人） 総数 74人が参加しま

した。大学生スタッフは、長崎大学生と長崎外

国語大学生で、中国からの留学生 2 人の参加

もありました。 

 午前 9 時から学校別に受け付け、各自名札

作りを行いました。その後、初対面の緊張を和

らげるためとあ

まり知らない子

との交流を目的

に、大学生のリ

ードでアイスブ

レーク（名前リ

レー、人間知恵

の輪）をしました。アイスブレークの中でグル

ープ分けを行い、本日のテーマ「時津町を知ろ

う、エコバッグ作り」に取り掛かりました。 

 まず、時津町にはどのような名所旧跡や特

産品があるかを、

グループごとに

話し合い発表し

ました。次に無

地のエコバッグ

を各人に配り、

話し合いで出て

きたものなど、

思い思いにクレ

ヨンで、絵を描

きました。 

絵付けが終わ

ったあと、スタ

ッフがアイロン

でプレスして完成です。ここで作ったエコバ

ッグは、サタデールームに通う時の物入れと

して使うようにとの話しが、大学生スタッフ

からありました。 

第 2 回 ～環境月間 地球温暖化防止のために、私たちにできること～ 

 6月 11日（土）、

時津公民館別館

で児童 47人（欠

席 17人）、スタ

ッフ 12人（うち

大学生 9 人）と

長崎県地球温暖化防止活動推進員 3 人（時津

町・原田 穣 氏、長与町・山口 佳英 氏と後藤 

由佳 氏）を講師に迎え開催しました。 

大学生スッタフ 9 人のうち 2 人は、アメリ

カと中国からの留学生でした。 

6月が環境月間であることから、地球温暖化

防止活動推進員（以下 推進員と呼ぶ）を講師

に、前半は時津町のごみの分別方法を、プロジ

協 働 事 業 
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ェクターの画像とごみの現物を提示し、クイ

ズ形式で学びました。 

後半の大村湾

クリーン作戦で

は、午前 10 時か

らの約 30 分間、

8 班に分かれて

ウォーターフロ

ント公園と沿岸のごみ拾いを行いました。 

その後、時津公民館別館に戻り、おやつ休憩

を挟みプロジェクターを使った「地球温暖化

がどうして起きるかと影響について」及び「地

球温暖化防止のために私たちにできること」

について学習しました。 

最後に「しり

とりカルタ」で

遊びながら、環

境にやさしい

「エコ生活」の

ヒントを学びま

した。「しりとりカルタ」は、詠み札の最後の

文字の絵札を取る遊びです。 

 

 

 

◎ 8 月 28 日（日）とぎつ夏まつりに出店 皆さんのご来店をお待ちしています 

今年も出店することで準備を進めます。かき氷とお茶、ジュー

スの販売及びバザーです。バザーは各家庭に眠っているお祝いや

法事の引出物などを持ち寄り、安値を付けて店頭に並べます。他

に回し「REUSE」（再使用）することで、地球温暖化防止に寄与

することになります。もし、ご提供できる物品（衣類や靴類を除

く小物）がありましたら、コミュニティ時津（田窪）までご連絡く

ださい。なお、バザーの商品がなくなり次第（11 時ごろ）、地球温暖化防止の啓発活動コーナ

ーに切り替え、景品付きの環境クイズなどを行う予定にしています。 

写真は昨年の夏まつりの様子で、当法人のブースの前には行列？ができています。 

◎ パソコン教室の開催 各自がノート型パソコンを持参しての講座です 

当法人が時津町社会福祉協議会からの委託を受け、左底郷の福

祉センターで「やさしいパソコン教室」を開催します。「ワードの

基礎から年賀状づくり（文面と宛名）」をテーマに、定員 15 人で

10 回コースの講座です。 

9 月 1 日に社協が募集チラシを町内回覧します。60 歳以上の初

心者対象となっていますが、もう一度基礎からやり直したいとい

う人などもお気軽にご応募ください。写真は昨年のパソコン教室の様子です。 

 

 

 ★ ホームページ掲載記事リスト（4 月～6 月 ホームページ 8 件 ブログ 17 件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

ホームページ 

当面の予定 
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1. 平成 28 年 通常総会（コミュニティ時津） 

2. 第 2 回とぎつサタデールーム（6/11） 

3. カナリーホールイベント情報（6、7 月） 

4. 平成 28 年とぎつサタデールームがスタート 

5. 会報 48 号（コミュニティ時津） 

6. カナリーコンサート情報（小野リサ） 

7. カナリーインフォメーション 2016NO.1 

8. カナリーホールイベント情報（4、5 月） 

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。 

 

NPO 法人コミュニティ時津の会報は、会員でない方で当法人の行事にご参加いただいた方や

関係先の方などにも配布しております。従いまして、次のお知らせ「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   

会計年度は 4月から翌年の 3月までです。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。納入方法は、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  

   年度途中のチェックで、年会費の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」を同封させていただきます。案内がない方は年会費の納入がお済み

の方です。重ねて納金（二重払い）をされないようにお願いいたします。 

なお、納入済みの方へ「年会費納入のご案内」が届くなどの行き違いがありましたら、お手

数ですが下記の発行元に、ご連絡くださるようお願い申し上げます。 

 

★ 入会を希望される方へ  

 入会申込は、下記の電話／FAXまたはメールで行うか、最寄りの会員に口頭で申し出ていた

だくと、入会手続きのご案内をいたします。申込書は当法人のホームページからもダウンロー

ドできます。「会員になると何か活動をしないといけないから」と、入会を躊躇（ちゅうちょ）

される方がおられますが、そんなことはありません。ボランティアですから、気が向いたとき、

時間があるときに、ご参加いただければ十分です。現会員の中には、行事には参加できないが

活動の足しになればと、ご入会いただいている方もおられます。 

年会費（1口）は、個人正会員  5,000円  個人賛助会員 2,000円 

法人正会員 10,000円  法人賛助会員 5,000円 です。 

 

 

 

 

 

 

 

口座名： 

NPO法人コミュニティ時津 

 

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 

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

