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令和 4 年 1 月発行

告（令和 3 年 10 月～12 月）

容

 新年のごあいさつ
 パソコン教室の開催
～高齢者向けパソコン教室「アミーゴサロン」がスタート～

 令和 3 年度の事業活動について
 時津港沿岸のごみ拾い
 パソコン教室事業
 海外支援（カンボジア支援訪問）
 協働事業（とぎつサタデールーム）

 他グループの取組の紹介
～地域カフェ とき・時津こども食堂「はこべら」～

 ホームページ掲載記事（10 月～12 月）
～ホームページ 13 件

ブログ ４件～

あけましておめでとうございます。
世相を反映する 2021 年 新語・流行語年間大賞は、7 人の選考委員に
より「リアル二刀流／ショータイム」が選ばれ、2021 年 今年の漢字は、
全国から募集した 223,773 票のうち 10,422 票（4.66％）を獲得した
「金」
が選ばれました。
選考の理由は、アメリカンリーグ（プロ野球）での大谷 翔平選手の
活躍と東京五輪でのメダルラッシュなどが挙げられています。新型コロ
ナウイルスの変異株の出現など暗いニュースがある中での明るい話題でした。
当法人も年間行事予定の「時津港沿岸のごみ拾い」
（10 月）や「カンボジア支援訪問」
（11 月）
は中止したものの、４月からの開催を延期しておりました高齢者向けのパソコン教室「アミーゴ
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サロン」
（時津町社会福祉協議会との共催事業）を、10 月５日（火）から開催しております。
協働事業の「サタデールーム」は、町内４つの小学校の児童 49 人の応募がありましたが、９
月に中止決定をしました。
本年は、新型コロナワクチンの「ブースター接種」や「新薬の開発」などで、平常の生活が取
り戻せるものと確信しています。当法人は、マスク着用や３密を避けるなどの予防対策を徹底し、
各種事業の活動を展開してまいります。変わらぬご支援・ご協力をお願いいたします。
最後に、皆さまのご健康とご多幸をお祈りし、新年のごあいさつとさせていただきます。
（理事長

活

動

の

詳

田窪 幸男）

細

★ パソコン教室の開催
～高齢者向けパソコン教室「アミーゴサロン」がスタート～
時津町社会福祉協議会と当法人との共催事業

令和３年度「ア

ミーゴサロン」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、
開催を延期しておりましたが、10 月５日（火）からスタートしま
した。令和４年３月１日（火）までの間に、１回１時間半の 10
回開催予定です。
19 人の方からご応募をいただき、抽選により 15 人の方に受講

開講式の様子

していただくことになりました。受講決定者の年齢は 64 歳～87
歳で、80 歳以上の方が３人受講されます。
これまでは応募者全員を受け入れていましたが、コロナ対策の
ために定員を 15 人としました。さらに、マスクの着用やアルコー
ル消毒、検温、ソーシャルディスタンスの確保、大声で話さない
などの予防対策を講じての２年ぶりの開催となりました。
開講式では、時津町社会福祉協議会の寺崎 桂子さんが司会を務

受講者へのサポート

め、田窪 幸男が当法人の３人のサポーター（清浦 保・田中 睦美・榎本 国雄）を紹介し、実施
要領などの説明を行いました。
社協と協議し開催を決定した後に、感染症第５波のピークが来て開催が危ぶまれましたが、そ
の後、感染者数が激減したことから開催に踏み切り、昨年６回を終了し本年残りの４回を開催す
ることにしています。

★ 令和 3 年度の事業活動について
令和２年１月に中国武漢市で、新型コロナウイルスの感染者が出たという発表があって２年が
経過しましたが、コロナウイルスは変異を続け、現在は「オミクロン株」が世界中に蔓延してい
ます。日本では水際対策が効を奏してはいるものの、感染源不明の市中感染が起こっているとの
報道もあっています。
「オミクロン株」は、感染力は強いが重症化はしないとの説がありますが、感染者の絶対量が
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増えると、医療従事者への負担が増え、一般患者の助かる命も助けられないという医療崩壊の危
機に直面することになり、引き続き感染防止対策を徹底する必要があります。
令和３年度は、本年の３月 30 日までで、残りわずかですが今後の活動について、本紙面をお
借りしてお知らせいたします。
 時津港沿岸のごみ拾い
「時津港沿岸のごみ拾い」は、一昨年から３回連続で中止しましたが、令和４年３月 12 日（土）
に予定されている「春季

時津港沿岸のごみ拾い」は実施の方向で準備を進めています。多くの

方の参加をお待ちしています。
 パソコン教室事業
時津町社会福祉協議会と共催事業の「アミーゴサロン」は、昨年の 10 月５日（火）にスター
トし、10 回中６回が終了しました。残り４回は、何れも火曜日の１月 16 日、２月１日、15 日、
３月１日に開催します。
当法人会員向けの「こみとぎピーシーサロン」は、今年度の開催を見送ります。
 海外支援（カンボジア支援訪問）
支援訪問は中止しましたが、現地の 3 つの孤児院（テラ・ルネッサンス／ノリア孤児院／礎
の石孤児院）に、前年度同様支援金を贈りました。
 協働事業（とぎつサタデールーム）
令和 2 年度の「とぎつサタデールーム」は、5 月スタートを見送り延期しておりましたが、コ
ロナ終息の見通しが立たず９月に中止を決定しました。

★ 他グループの取組の紹介
～「地域カフェ とき」・時津こども食堂「はこべら」～
当法人の事業ではありませんが、会員が代表を務める「地域カフ
ェ とき」
（NPO 法人らいぶながさき 時津支部代表 下村 千枝子さん）
と時津こども食堂「はこべら」
（代表

友岡 純一さん）についての

お知らせです。
「地域カフェ とき」は、一昨年５月からひとり親家庭を対象に、
月に１回米と野菜などの食料品を提供しておりますが、本年も引き
続き提供してまいります。

「はこべら」弁当配布

時津こども食堂「はこべら」は、月に１回子どもたちに食事を提供しておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症防止のために、令和２年４月から持ち帰り弁当に切り替えました。さらに、
令和３年６月から食料品を提供しています。本年も引き続き食料品を提供してまいります。提供
日については、当法人のホームページでご案内しています。
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ホームページ関係
★ ホームページ掲載記事リスト（10 月～12 月 ホームページ 13 件 ブログ 4 件）
活動報告や町の話題などを発信しています。
1.

カナリーホールイベント情報（令和３年 12 月）

8.

第 50 回時津町文化祭「作品展」

2.

「はこべら」食料品の提供（令和４年１月８日）

9.

第 50 回時津町文化祭チラシ

3.

第 50 回時津町文化祭「音楽祭」

10. 会報 70 号（コミュニティ時津）

4.

カナリーホールイベント情報（11 月）

11. 「はこべら」食料品の提供（11 月 16 日）

5.

とぎつ思い出写真展

12. 令和３年度「アミーゴサロン」がスタート

6.

「はこべら」食料品の提供（12 月 4 日）

13. カナリーホールイベント情報（10 月）

7.

第 50 回時津町文化祭「芸能祭」

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

◎ 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。
普通１９１９７３
口座名：NPO 法人コミュニティ時津

・十八親和銀行時津支店
普通２５７５９１９
※ 12 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 月及び 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。

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
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