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活 動 報 告（令和 4 年 1 月～3 月） 
 

 

 

 令和３年度の総括 

～コロナ禍の中（第４波～６波）での活動～ 

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」 

 

 シニアパソコン教室「アミーゴサロン」 

～コロナ禍のサロンが無事終了～ 

 

 令和４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～ 

 

 ゼロカーボンシティ宣言について 

～１市２町の 2050年ゼロカーボンシティに向けて～ 

 

 他グループの取組紹介 

～「地域カフェ とき」～ 

 

 ホームページ掲載記事（1月～3月） 

◎ ホームページ 13件  ブログ 11件 

 

 

内  容 

令和 4年 4月発行 【第 72 号】 

会  報 
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★ 令和３年度の総括 

～コロナ禍の中（第４波～６波）での活動～ 

 

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 46 件（前年度 24 件）、

ブログ 22件（前年度 28件）、総計 68件（前年度 52件）でした。総発信数では、前年度を

上回っていますが、コロナ前の令和元年度の 123 件には及びません。発信数が減った原因

は、コロナによる町内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。 

 

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、令和３

年９月 14日を申込期限とし、参加者募集を行い 19人の応募があり、抽選で 15人の受講を

決定しました。令和３年 10月５日（火）にスタートし、令和４年３月１日（火）に終了し

ました。詳細は、シニアパソコン教室「アミーゴサロン」の記事をご覧ください。 

当法人のパソコン同好会「こみとぎピーシーサロン」は中止しました。 

 

３．環境保全・美化、地球温暖化防止啓発活動 

年間行事予定の「時津港沿岸のごみ拾い」は、秋季（10月）・春季（３月）ともに中止し

ました。コロナ感染症拡大防止のため、令和元年度の春季（令和２年３月）から５回連続

の中止となりました。 

令和３年９月 12 日（日）、琴海ロータリークラブが「ロータリー奉仕デー」の活動の一

環として時津町久留里郷のフレンドヒル沿岸の清掃活動を行いました。当法人の友岡 純一 

副理事長からの声掛けで、田窪が取材方々参加しました。「時津港沿岸のごみ拾い」の趣旨

と相通じるものがあり、この種活動には、極力参加することにします。 

地球温暖化防止啓発活動については、当法人の推進員が長崎県の研修会に出席したり、

出前講座を行ったりしました。令和３年８月５日（木）に実施した長崎市三重地区公民館

主催 夏休み子ども講座「三重川の生き物調べ」と翌６日（金）の時津公民館主催の 2021

夏休みチャレンジ子ども教室「自然体験教室」に、当法人の会員 原田 穣 理事（地球温

暖化防止活動推進員）が講師として参加しました。 

活 動 の 詳 細 

フレンドヒル清掃活動 三重地区公民館主催行事 時津公民館主催行事 
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４．安全な食の生産と食育 

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行いました。 

 

５．海外（カンボジア）支援 

前年度に続きカンボジアへの支援訪問は見送り、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（20万円）を贈りました。 

 

６．協働事業「とぎつサタデールーム」 

５月から開催予定で、参加者を募集（応募児童 49人）しましたが、落ち着いていたコロ

ナ感染者数が増加に転じたことから、児童への感染防止のために、開催時期を遅らせ様子

見をしていました。その後も感染者の減少が見込めず、８月末に中止を決定しました。 

 

★ シニアパソコン教室「アミーゴサロン」 

～コロナ禍のサロンが無事終了～ 

時津町社会福祉協議会と当法人との共催事業シニアパソコン教室「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、４月開催を見送り感染者数が減って来た令

和３年 10月５日（火）にスタートし、令和４年３月１日（火）に終了しました（１回１時

間半 10回開催）。 

 60歳以上の 19人が応募、抽選で 15人の受講を

決定しました。80 歳以上の方が３人、最高齢者は

87歳でした。 

従来は応募者全員を受け入れていましたが、定

員を 15人とし、マスクの着用、手指や机・椅子の

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コロナ感染予防対策

を講じての２年ぶりの開催でした。 

新型コロナウイルス感染症の第５波が「ピークアウト」し、時津町の感染者ゼロの日が

続くなど、このまま終息するかと思われましたが、変異株「オミクロン株」の出現で、後

４回を残した年明け早々から感染者が急激に増えました。この状況を鑑みて、主催者（社

協）が「体調の悪い人や県外の人と交流のあった人または県外に旅行した人は、出席を控

えるように」との異例の通達を出しました。 

最後まで（10回）開催できるかどうか心配しておりましたが、受講者はじめ、時津町社

会福祉協議会とＮＰＯサポーターが一丸となって予防対策を講じ、無事に終了することが

できました。 

 

★ 令和４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感染症第６波はピークアウトし、全国的に発出されていた「まん延

防止等重点措置」は解除されましたが、オミクロン株の変異株「ステルスオミクロン株（BA.

２）」に置き換わり、第７波が来るとの専門家の予測もあって、まだまだ予断を許さぬ状

アミーゴサロンの様子 
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況にあることに変わりはありません。時津町のコロナワクチン第３回の接種率は、現在約

40％ですが、早くも第４回目の接種の話が出ています。 

さて、令和４年度の当法人は前年度同様、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。令和４年度の活動方針は、６月の通常総会に諮り決定しますが「ア

ミーゴサロン」は、４月 19 日を申込期限とし、５月 10 日（火）スタートで準備を進めて

おります。 

 

 

★ゼロカーボンシティ宣言について 

～１市２町の 2050 年ゼロカーボンシティに向けて～ 

昨年３月に、長崎広域連携中枢都市圏である長崎市、長与町及び時津町は、共に地球温

暖化防止に貢献するために、「2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ」を目指す「ゼロ

カーボンシティ」を宣言しました。 

このような中、私たち西彼地区の長崎県地球温暖化防止活動推進員は、昨年５月に２町

を訪問し、宣言を行動に移すための計画策定等のスケジュール（ロードマップ）について

尋ねましたが、今後策定作業の中心となる長崎市との協議によって進めていくとの回答が

あり、本格的な作業は令和４年度から進められるようです。 

計画を策定するうえでまず必要なのは、時津、長与町の二酸化炭素排出量を過去（基準

年）から現在（正確には２年前）まで把握することから始まります。長崎市は、法律に基

づいてすでに把握済みです。 

排出量がわかれば、国の温室効果ガス削減やエネルギーの計画などをもとに、2050年の

あるべき姿を描き、排出量を実質ゼロにするための必要な施策やスケジュールを定めるこ

とになります。いわゆるバックキャスティングによる計画作りとなります。また、その途

中となる 2030年あたりの姿も重要になります。 

言うまでもなく、この施策は、行政が先頭に立って推進するだけではなく、事業者も町

民も、我々ＮＰＯなどの団体も一体となって計画策定から参加し、行動しなければ達成す

ることはできないでしょう。 

地球温暖化防止の取組は、我々の子孫の生存はもとより地球の未来がかかっています。

現在に生きる私たちの責任として真摯に取り組む必要があります。 

環境担当理事 原田 穣（長崎県地球温暖化防止活動推進員） 

 

 

 

 

★ 他グループの取組紹介 

～「地域カフェ とき」～ 

 「地域カフェ とき」は、当法人会員の下村 千枝子 氏が運営責任者として、ひとり親家

庭の支援を行っています。以下同氏からの活動報告です。 
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NPO法人らいぶながさきは、「より良く生きる」地域

社会の実現に向けて活動をしています。時津支部であ

る「地域カフェとき」では、２年前の５月から、時津・

長与町のひとり親家庭で希望する方に食料品の提供

を行っています（３月 19日現在の登録者は 55世帯）。 

この１年間（令和３年４月～４年３月）も月１回、

提供を続けてきました。提供するものは米と野菜、麺

類、お菓子などです。同時に「お持ち帰りコーナー」

で、いろんな方から寄付して頂いた日用品・文房具・

本・衣類などを展示して、自由に選んで持ち帰ってい

ただいています。また、毎回、役立つ情報を掲載した

通信文もお渡ししています。 

さらに、寄付して頂いたテレビ、炊飯器、電子レン

ジなどの家電製品を LINE でご案内して、希望が多い

時は抽選でお渡しして、利用者から助かると大好評で

す。３月に転居される方から、「援助いただきありが

とうございました。時津はすみやすい町でした」と言

っていただき、関係スタッフも喜んでいます。 

県もこのような NPOの活動を活発化・支援したいと

考えたのでしょう。NPO活動している団体やこれから

NPOを始める方々向けに、３月３日に県庁で NPOセミ

ナーが開かれました。その中で、「NPO×地域」協働の

まちづくりの事例紹介として、私たちの活動を報告す

ることができました。離島を含めた 42 の団体や個人

の方が、オンラインで参加されていました。現在の私

たちの活動は、個人、団体だけでなく、役場や社会福

祉協議会と協力して行っていること、今後は自治会な

ど地域の皆様との連携を充実したいと報告しました。 

2 年前に始まったコロナ感染の終息目途はたちま

せん。さらにウクライナ戦争も始まり、ガソリン代も

上がりインフレも進みそうです。非正規雇用が多いひ

とり親家庭は、経済的にきびしい世帯もあり、特に不

安が強いと思います。ささやかな支援で、少し気持ち

が楽になって欲しいと思っています。 

新年度も継続したいと考えております。食品（生鮮

品は除く）・日用品・家具や家電などの寄付を募集しておりますので、是非ご協力ください。 

NPO法人らいぶながさき「地域カフェとき」運営責任者 下村千枝子 

お問合せ先：「地域カフェ とき」 電話 095-894-8655（火・木・金） 

時津郵便局隣 ３階建てビルの２階 

3 月 19 日に提供した食料品 

お持ち帰り展示品の一部 

お持ち帰り展示品の一部 
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 ★ ホームページ掲載記事リスト（1 月～3 月 ホームページ 13 件 ブログ 11 件） 

活動報告や町の話題などを発信しています。 

1. 令和 4年度「アミーゴサロン」参加者募集 

2. 「はこべら」食料品の提供（4/9） 

3. カナリーイベント情報（令和 4年 3月） 

4. 令和 3年度「アミーゴサロン」終了 

5. 「はこべら」中止のお知らせ（3/5） 

6. カナリーイベント情報（令和 4年 2月） 

7. 第 3回 新型コロナワクチン接種 

8. 「はこべら」食料品の提供（3/5中止） 

9. 「はこべら」中止のお知らせ（2/5） 

10. カナリーイベント情報（令和 4年 1月） 

11. 令和 4年 時津町成人式（2022年 1月 9日） 

12. 会報 71号（コミュニティ時津） 

13. 「はこべら」食料品の提供（2/5 中止） 

 

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４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）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。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   

    

※ ９月末までに未納の方への通知について 

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。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 

お知らせ 

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

