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活 動 報 告（平成 28 年 7 月～9 月） 

 

 

 「とぎつ夏まつり」に出店 

～♪まつりは、今年も雨だった♪ 降水確率 90％、雷を伴う強い雨という予報が的中 ～ 

 カンボジア支援 

～えんぴつ 1本持ってライブを聞こう 「はあとんぷ」チャリティーコンサート～ 

～集まった支援物資の梱包・発送作業を行いました。現地訪問は 11月下旬を予定～ 

 寄稿記事 

～防災に向けて 地域力を上げましょう！～  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） 

・第 3回 ～時津の昔の生活を知ろう（時津町の名所・旧跡を訪ねる）～ 

・第 4回 ～夏休みの宿題を大学生と一緒にしよう～ 

・第 5回 ～篆刻（てんこく）とボールペン習字（敬老の日の感謝状を書く）～ 

 当面の予定 

◎ やさしいパソコン教室 10月 6日（木）スタート 

◎ 時津港沿岸（ウォーターフロント公園）のごみ拾い 10月 22日（土）実施 

  ホームページ掲載記事リスト 

◎ ホームページ 15件  ブログ 7件（7月～9月） 

 

 

★「とぎつ夏まつり」に出店 

～♪まつりは、今年も雨だった♪ 降水確率 90％、雷を伴う強い雨という予報が的中 ～ 

8月 28日（日）、

ウォーターフ

ロント公園で、

午前 10 時から

「とぎつ夏ま

つり」が開催さ

れました。降水確率 90％、雷を伴う強い雨が

降るとの予報通り、午前 8 時半の準備段階か

ら、雷雨に見舞われました。開店時間の 10時

には、雨も小康状態でしたが、午後 2 時ごろ

まで、降ったりやんだりの天気で、気分が乗ら

ない時間帯が続きました。3時ごろに天気が回

復し、晴れ間が見えるようになると、急激に人

出が増えてきました。 
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当法人のか

き氷店は、午後

5 時過ぎからお

客さんが増え、

6 時ぐらいにピ

ークを迎えま

した。かき氷とお茶、ジュースが完売した午後

8時、一発目の花火の音を聞いて閉店しました。 

 今年は、初め

ての試みとし

てバザーの延

長線上で、子ど

も向けの環境

（エコ）クイズ

や地球温暖化防止の啓発活動を行いました。 

地球温暖化防止活動推進員で当法人会員の

原田理事（時津町在住）と長与町の推進員（山

口氏と後藤氏）が、午後 5 時までこのコーナ

ーを担当しました。 

 雨の中の正午過ぎに、長崎県地球温暖化防

止活動推進センター 企画局長 松本 敏子 氏

と環境アドバイザーの松嶋 範行 氏が応援に

駆けつけて、啓発コーナーへの呼び込みにご

協力いただきました。お 2 人は、本年度から

スタートした国の新しい取り組み「 COOL 

CHOICE（クールチョイス）」（賢い選択）の参加

者募集も行いました。 

 COOL CHOICE とは、気候変動対策及び温室効

果ガス削減をテーマに、2030 年まで推進する

新国民運動です。 

 

★ カンボジア支援 

～えんぴつ 1 本持ってライブを聞こう 「はあとんぷ」チャリティーコンサート～ 

8月 11日（木 

祝）、とぎつカ

ナリーホール

で「Heart-omp

（はあとんぷ）」

のチャリティ

ーコンサートが、午後 2 時から 4 時まで開催

されました。 

毎年開催さ

れるこのライ

ブは、今年で 9

回目。「入場無

料 鉛筆 1本持

って遊びに来

ませんか」と呼び掛け、集まった文房具類は、

当法人の現地訪問団がカンボジアの恵まれな

い子どもたちに手渡しで届けています。 

 ライブには県内小学校の先生方で結成する

「TG'ｓ（てーげーず）」「LIVE MOON CHILD（生

月チャイルド）」「Sensat!ons（センセーション

ズ）」「HASBAND（ハズバンド）」の皆さん（楽団）

が出演しました。 

今年から増えた祝日「山の日」のライブとあ

って、山を意識した曲も披露されました。日ご

ろ教鞭を執っておられる先生方とは思われぬ、

激しいロックのリズムやパフォーマンスに、

観客は魅了されていました。 

 

～集まった支援物資の梱包、発送作業を行いました。現地訪問は 11 月下旬を予定～ 

9 月 16 日（金）の午後 5 時から「はあとんぷ」や「波佐見中央小学校」及び一般（個人）の

方から寄せられた支援物資の梱包（こんぽう）作業を行い、翌 17 日（土）に 129 ㌕（7 箱）を

船便で送りました。今年は 11 月下旬に現地訪問を予定しています。参加を希望される方は、コ

ミュニティ時津までご連絡ください。渡航費は自費ですが、これまでに会員以外の方の参加もあ

っています。
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～防災に向けて、地域力を上げましょう！～ 

しもむらクリニック院長 下村 千枝子 

 最近台風が猛威を振るい、東北・北海道などに大きな被害を残しました。また、熊本でも大き

な地震があり、まだ復旧途上となっています。ともかく日

本という国は、本当に災害の多い国です。時津を含め長崎

周辺は、地震の可能性は少ない地域といわれていますが、

日本ではどこでも地震の可能性があるそうです。また、地

球温暖化により今後強大な力を持つスーパー台風・ゲリラ

豪雨に襲われる可能性も、十分あります。災害が起こった

場合、自衛隊などの救援が来るまでの 2 日間は、水・食糧

を確保して自分たちで生き延びる必要があります。南海ト

ラフなど強大地震が予想されている地域では、年 3～4回の

定期的な防災訓練と家庭での食糧備蓄など準備が進められ、地域力がついてきています。津波を

避けるため、避難場所まで自分の足でたどり着くには、脚力も

必要ですし、隣の方はどうするのか気配りも必要です。時津町

ではどうでしょうか。団塊の世代が 75歳になる 2025年ごろに

は、医療・介護が必要な方が、現在の 1.5倍になると予想され

ます。このことは、同時に災害弱者が増えることも意味します。

時津町は、検診率も低く、投票率も悪く、社会的意識が高い地

域とは言えないかもしれませんが、昔から住んでいる方も多

く、ペーロンなどの行事も行われ、田舎の要素も残っている町

です。高齢化と防災の話をしていけば、皆さん協力していただ

けるのではないしょうか。 

防災に関して、もちろん行政の役割は重要ですが、自分たちでもやれることがあります。ペー

ロンの時の炊き出しのことです。浦郷ペーロンでは、5 日間 100

食前後の炊き出しが行われています。開催１週間前ころに、自治

会の婦人部の方が、必要な食品を購入されていると思います。こ

れを、ペーロン終了後に、お米・水・味噌などを、いつでも炊き

出しができるように備蓄し、１年後のペーロンでは、１年間の無

事に感謝しながら炊き出しに利用することを繰り返すことがで

きないでしょうか。ペーロンが６月ですので、このころから 10月

まで、大雨や台風など災害の発生しやすい季節となります。米な

どの備蓄に関して、多少工夫がいると思いますが、乗り越えられ

ない問題ではありません。この試みが浦郷で始まれば、時津ペーロンの炊き出しもされています

ので、町全体に広げられると思います。災害があって、水や電気が止められても、公民館に行け

ば、水と、ごはん・味噌汁があると思えば、大きな安心となります。 

少子高齢化に向けて、防災も含めた地域力をつけていくしかありません。それには、住民への

情報提供が必要です。前々回ご紹介しました「ＮＰＯ法人らいぶながさき」では、11月 13日（日）

に「少子高齢化に向けて、時津はどうする？」講演会を、時津公民館で行います。案内チラシは、

当院にあります。老人ホームはいろいろあるけど、どのように選べばいいの、費用はいくら？な

ど、知りたいとの希望があり、「知っておこう 医療と介護と、お金の話」で専門家が話します。

ご期待ください。                            

寄 稿 記 事 
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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（時津町の名所・旧跡を訪ねる）～ 

7月 9日（土）、

児童 56 人と世

話役のスタッ

フ 20 人（うち

大学生 16 人）

が「時津の昔の

生活を知ろう」をテーマに、時津町内の名所旧

跡を訪ねました。大学生 16 人のうち 5 人は、

アメリカからの留学生です。 

 時津公民館別館を班別にスタートして、「日

本 26聖人上陸地の碑」から時津旧街道沿いの

「ともづな石」「追分石（道しるべ）」「茶屋（本

陣）跡」「継石坊主（さばくさらかし岩）」を見

学し、終点のと

ぎつカナリーホ

ールの「民俗資

料館」に到着し

ました。「民俗資

料館」では学芸

員の後藤 弥生

さんの案内で、昔の時津町の環境や生活につ

いて学びました 

 

第 4 回 ～夏休みの宿題を大学生と一緒にしよう～ 

８月６日（土）、児童 44人と世話役のスタ

ッフ８人（うち大学生６人）が参加し、時津公

民館別館で「夏休みの宿題と英語ゲーム」をし

ました。 

前半（9:30～10:45）は、子どもたちが各自

持参した夏休

みの宿題（漢字、

算数、作文、工

作など）をそれ

ぞれ自習し、分

からないとこ

ろなどを、大学生が各机を回りながら教えま

した。後半（11:00～12:00）は、長崎外語大の

学生が準備し

た英語ゲーム

「Saimon says

（サイモンセ

ッズ）」と「YES 

NO QUIZE（○×

クイズ）」を留

学生（2人）の生の英語に触れ、遊びの中で学

びました。 

第 5 回 ～篆刻（てんこく）とボールペン習字（敬老の日の感謝状を書く）～ 

9月 10日（土）、

児童 55 人と世

話役のスタッ

フ 11人（うち大

学生 8 人）が、

時津公民館別

館で「篆刻（てんこく）とペン習字」に取り組

みました。 

 今回の教室では「課題」に取り組む前の 30

分間で、「これからのサタデールームについて

考えてみよう！」と、3つのこと（みんなで楽

しむサタデールーム、みんなで協力するする

協 働 事 業 
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サタデールーム、ありがとういっぱいのサタ

デールーム）についてグループ別に話し合い

発表させました。 

 その後、前半

（9：50～10：20）

が、大学生の指導

で篆刻（判子づく

り）。後半（10：

35～11：40）は、

満嶋 美智子 先生と満嶋 真由 先生の指導で、

ペン習字に取り組みました。 

 判子づくりは、トレーシングペーパーに、自

分の名前などを書き、裏返して発泡スチロー

ル上に乗せ、鉛筆またはボールペンでなぞっ

てマイ判子を作りました。 

 ペン習字は、

字を書くときに

注意することや

筆順などについ

ての説明を聞き、

9月 19日の「敬

老の日」に、お

じいちゃん、おばあちゃんへ贈る感謝状づく

りをしました。

 

 

 

◎ やさしいパソコン教室 10 月 6 日（木）スタート 

時津町社会福祉協議会の委託を受け、定員 15 人で 10 回コースの講座「ワードの基礎から

年賀状づくり（文面と宛名作成）」がスタートします。 

 

◎ 時津港沿岸（ウォーターフロント公園）のごみ拾い 10 月 22 日（土）実施 

10 月は「時津川のごみ拾い」を実施しておりましたが、川幅を広げる工事や川底の草木の

成長などもあって、ごみを拾う範囲が（安全上）制約されるために、当分の間「時津川のごみ

拾い」をやめて「時津港のごみ拾い」を行うことにしました。従いまして、年度内に「時津港

のごみ拾い」を 2 回（10 月と 3 月）実施します。 

時津町内の全世帯に、チラシを配布するなどして参加を呼び掛けています。多くの方のご参

加をお待ちしています。 

 

 

 ★ ホームページ掲載記事リスト（7 月～9 月 ホームページ 15 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. 時津港ごみ拾いのご案内 

2. 第 5 回とぎつサタデールーム（9/10） 

3. 「とぎつ夏まつり」は今年も雨だった🎶 

4. カナリーホールイベント情報（9,10 月） 

5. 元村一地区の夏まつり 

6. 第 9 回「はあとんぷ」チャリティーコンサート 

7. 第 4 回とぎつサタデールーム（8/6） 

8. 音楽見本市・カナリー音の博物館（8/20,21） 

9. 「はあとんぷ」チャリティーコンサートの案内 

10. 時津町安全・安心まちづくり町民大会 

11. とぎつカナリーホールイベント情報（8・9） 

12. 第 11 回 左底川探検（川あそび） 

13. 第 3 回とぎつサタデールーム（7/9） 

14. 会報 49 号（コミュニティ時津） 

15. とぎつカナリーホールイベント情報（7・8） 

ホームページ 

当面の予定 
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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。 

 

★ お知らせ 

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、下記のお知らせ（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   

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。会計年度は 4月から翌年の

3月までです。 

納入方法は、下記預金口座にお振り込みいただくか、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 9 月末と 12 月末に、年会費の納入が確認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。納入がお済みの方には同封しま

せんので、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。不明な点がありまし

たら、コミュニティ時津（下記）に、お問い合わせください。 

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、何とぞご容

赦のほど、よろしくお願いいたします。 

 

◎ 入会を希望される方へ  

 入会を希望される方は、電話、FAX、メール、または最寄りの会員に申し出てください。 

「会員になると活動しなければいけないから」と、入会を躊躇（ちゅうちょ）される方がお

られますが、会員の中には「コミュニティ時津の活動の一助になれば」と、ご入会（会費納入）

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 
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