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活 動 報 告（令和 4 年 7 月～9 月） 

 

 
 環境美化・保全 
～秋季 時津港沿岸のごみ拾いを実施します～ 

～時津公民館主催 夏休みチャレンジ子ども教室「自然体験教室」～ 
 

 パソコン教室事業 

～シニアパソコン教室「アミーゴサロン」折り返しの 6回が終了～ 
 

 海外支援事業 

～カンボジアの恵まれない子どもたちへの支援～ 
 

 ホームページ掲載記事（７月～９月） 
～ホームページ 10件  ブログ ７件～ 

 
 
 

★ 環境美化・保全 

～秋季 時津港沿岸のごみ拾いを実施します～ 

年間事業として毎年計画しております「時津港沿岸のごみ拾い」は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、過去５回は中止しましたが、今年度の「秋季 時津港沿岸のご

み拾い」（10 月 15 日 土）は、３年ぶりに実施することとし準備を進めています。多くの

方のご参加をお待ちしています。 

当日ご参加の方は、ウオーターフロント公園 大村湾漁業協同組合側駐車場付近に、午

前９時までにご集合ください。車でお越しの方は、公園入口右側芝生の臨時駐車場をお使

いください。公園内駐車場は、午前９時以降でないと停められません。また、公園利用者

が使いますので、駐車はご遠慮ください。 
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※ 環境美化活動の記録を取りはじめてからの実績は下表のとおりです。 

 

 

～時津公民館主催 夏休みチャレンジ子ども教室「自然体験教室」～  

標記の「時津川の生き物調べ」に、当法人の原田 穣 理事（長崎県地球温暖化防止活動

推進員）が講師で、小西 勝幸 会員が講師補助で参加しました。以下、原田理事の報告で

す（抜粋）。報告書の全文は、当法人のホームページをご覧ください。 

 

実 施 日 時：・令和 4 年 8 月 5 日（金) 10：00～12：00 

目 的：・西彼杵郡時津町を流れる２級河川時津川の鳥越橋から時津公民館間の生き

物の生態、水質及び人と生き物の関わり方を学ぶ 

参 加 者 等：・時津町内小学生 ４～６年生 ９ 人  

・主催者３人（本多 ひとみ 館長／山口 修一 係長／若杉 幸治 係長） 

・講師補助 長崎県地球温暖化防止活動推進員（西彼地区）３人 （後藤 由佳・

小西 勝幸・林田 和則）  

講座の概要：・公民館内会議室に於いて 時津川の概要、注意事項の説明   

・時津川に入り「生き物調査」 

ま と め：  実施当日午前 11 時の気温は 30.4℃(長崎気象台)となり、水温もぬるく感

じた。河川内には草地があるだけで非常に暑く、調査場所の上流側にある丸

田橋下の日陰で一時休憩し、給水を行ったが、主催者側との行き違いで丸田

橋上流側と丸田橋下と別れてしまった。 

今回、実際に魚類のカワムツ等を子どもたちに見せるために簡単な釣り竿

2012年10月27日 時津川 51 ― 2018年10月20日 時津港 65 360

2013年3月25日 時津港 63 ― 2019年3月16日 時津港 84 540

2013年10月19日 時津川 59 ― 2019年10月19日 時津港 99 1040

2014年3月22日 時津港 81 ― 2020年3月14日 時津港

2014年10月4日 時津川 73 ― 2020年10月17日 時津港

2015年3月14日 時津港 80 ― 2021年3月13日 時津港

2015年10月17日 時津川 49
60
30

2021年10月16日 時津港

2016年3月26日 時津港 72
790
30

2022年3月12日 時津港

2016年10月22日 時津港 2022年10月15日 時津港

2017年3月25日 時津港 61
500
30

2023年3月11日 時津港

2017年10月21日 時津港 46 990

2018年3月24日 時津港 55 1020

※収集量の上段は燃やせるごみ、下段は燃やせないごみ。
※長与クリーンセンター完成後は、燃やせるごみと燃やせないごみを１か所に持
ち込むようになったため、総量で表示している。
※年２回実施、平成２８年以降は時津川のみを実施している。

2018年度
（平成３０年度）

2019年度
（令和元年度）

年　度
参加者
総計

2012年度
（平成２４年度）

2013年度
（平成２５年度）

2014年度
（平成２６年度）

2015年度
（平成２７年度）

2016年度
（平成２８年度）

2017年度
（平成２９年度）
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Kg

雨天中止

参加者
総計

収集量
Kg

実施日

2022年度
（令和４年度）

コロナ中止

実施予定

コロナ中止

2020年度
（令和２年度）

コロナ中止

コロナ中止
（時津川の一部を実施）

コロナ中止

実施予定

環　境　美　化　活　動　参　加　者　数　と　ご　み　収　集　量

年　度 実施日 場　所

２０２1年度
（令和３年度）

場　所
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を準備したが、時間不足により実施できなかった。しかしながら、カニかご

でカワムツの成魚 2 匹が捕れたので目的を果たすことができた。  

当該河川での調査（自然体験教室）は、昨年に続き、2 回目となったが、

上流側で長崎大水害のような災害が起こらないよう防災工事が実施されて

おり、今後生物生息環境などの河川環境に悪影響が無いよう将来にわたって

継続的な生物調査の実施が必要と感じた。 

なお、今回の調査にあたっては、上流側で時津川防災工事が施工されてお

り、濁水が流出しないよう事前に工事現場責任者に依頼し、支障なく「自然

体験教室」を実施することができた。関係者に感謝申し上げたい。 

 

 

★ パソコン教室事業 

～シニアパソコン教室「アミーゴサロン」折り返しの 6 回が終了～ 

 時津町福祉協議会との共催事業の「アミーゴサロン」は、９月 13 日（火）に折り返しの

第６回が終了しました。残すところ 4 回で 11 月 22 日（火）に終了します。 

 60 歳以上のシニア対象で受講者が抱える問題に応

えるサロンです。一昨年はコロナ感染症拡大防止のた

め中止し、昨年と今年は定員を 15 人として、コロナ

対策を講じ開催しています。 

各人のスキルに応じた対応をしなければならない

ので、難しさもありますが、よりよいサロンにするた

めに、試行錯誤しながら進めています。 

 

 

★ 海外支援事業 

～カンボジアの恵まれない子どもたちへの支援～ 

一昨年は支援訪問を見送り、現地で活動している 3 つの孤児院に支援金を贈りました。

今年度も訪問を見送り、テラ・ルネッサンス、ノリア孤児院、礎の石孤児院に、それぞれ

10 万円、7 万円、３万円の支援金を贈ります。 

 

時津川取り付け道路から川を覗き川に入る。熱心に説明を聞く参加児童 

アミーゴサロンのサポート状況 
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★ ホームページ掲載記事リスト（７月～９月 ホームページ 10 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 カナリーホールイベント情報（9月） 

② こども食堂「はこべら」食料品の提供

（10月 8日） 

③ 時津公民館夏休み「自然体験教室」 

④ まちのお宝募集（カナリーホール） 

⑤ カナリーホールイベント情報（8月） 

⑥ こども食堂「はこべら」食料品の提供

（9月 3日） 

⑦ カナリーホールイベント情報（7月） 

⑧ こども食堂「はこべら」食料品の提供

（8月 6日） 

 

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「年会費納入の

ご案内（お願い）」を同封させていただきます。 

 

 

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 

〒851-2107 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/

