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平成 27 年 1 月発行

告（平成 26 年 10 月～12 月）

容

新年のごあいさつ
時津川のごみ拾い
～自然に返らないごみ 290 ㌕を収集～

パソコン教室の開催（時津町社会福祉協議会委託事業）
～60 歳以上初心者対象のパソコン教室

定員 15 人～

地球温暖化防止啓発活動
～長与南小学校「総合的な学習」ボランティアを知る～
～「とぎつふれあい産業まつり」で 地球温暖化防止の啓発活動～

協働事業

放課後子ども教室（“とぎつ いただきますクッキング教室”）

～長崎ペンギン水族館で 環境学習～
～中山菜園で 4 教室合同の収穫体験～

当面の予定
・「時津港周辺のごみ拾い」3 月 14 日（土）に実施予定

ホームページ掲載記事リスト（10 月～12 月 ホームページ 10 件 ブログ 19 件）

新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
昨年の 10 周年記念事業では、長野県の諏訪中央病院 院長の鎌田 實氏を
迎えての講演会と当法人の活動報告をさせていただきましたが、会場溢れ
んばかりの方々にご来場いただきました。10 周年という節目の行事が盛会
のうちに行われ、心新たに諸活動に取り組んでおります。
一昨年の役員改選で、理事長交代と新しく 3 人の理事が就任しましたが、
1 期 2 年の任期を大過なくまっとうすることができました。これもひとえに皆様方のお力添えの
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賜と深く感謝いたしております。
本年も活動目標に①地域の情報をホームページで紹介
美化と地球温暖化防止の啓発活動

②パソコン教室の開催

③環境保全・

④カンボジアの孤児院・学校などへの物資・自立支援

⑤安

全な食の生産と食育を掲げ、行政とも連携を取りながら「誰でもが住みたくなる町づくり」に寄
与してまいります。
今年は未年。羊は温厚で群れて行動する習性があり、チームワークを大事にするそうです。当
法人もこれにあやかって、皆さんと力を合わせて楽しく活動をしていきたいと思っています。
私一人では何もできません、当法人の特性のある人材をどう生かしてまとめていくかが、私に
課された使命として「コミュニティ時津」のさらなる発展に努めてまいります。
最後になりましたが、これまでのご支援、ご協力に深く感謝するとともに、本年も相変わらぬ
ご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いして、新年の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

★ 時津川のごみ拾い
～自然に返らないごみ 290 ㌕を収集～
10 月 4 日

参加者（約 80 人）は、関連自治会や地域住

（土）、
「時津川

民など一般参加の方と十八銀行時津支店、親

のごみ拾い」を

和銀行時津支店、ケンコーホーム、別所組、啓

実施しました。

正会（モンサン）、大村湾漁協、商工会、役場

当法人設立時

職員など従来から参加の企業・団体の皆さん

から皆さんに

に加え、春回会（長崎北病院）、イオン時津店

呼び掛けて行

のチアーズクラブの皆さん（子ども 6 人、保

ってきたこの行事も、11 回（年）になりまし

護者 3 人）にも初めてご参加いただきました。

参加者全員で集合写真

た。

回収したごみ 290 ㌕の中には、レジ袋など

2 日前の激しい雨と台風 18 号の接近で、当

の石油製品のほかに、水中ポンプやバッテリ

日の天気が心配されましたが、雨も上がりさ

ー、鉄板、鉄製パイプ、ゴムホースなどがあり

わやかな秋晴れの天候になりました。午前 9 時

ました。

から 11 時までの 2 時間、元村郷の「メガネの

年々、回収ごみの量は減少、参加者は増える

ミキ裏」から「時津公民館」まで 2 班に分かれ

傾向にあり、環境意識の高まりを感じていま

て、川底を歩きごみ拾いをしました。

す。

過去 10 年間で、雨で延期が 2 回（平成 16、18 年）、中止が 2 回（平成 22、23 年）。回収した
ごみの量は、19 年が 700 ㌕、20 年が 440 ㌕、21 年が 550 ㌕、24 年が 210 ㌕、25 年が 210 ㌕。
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★パソコン教室の開催（時津町社会福祉協議会委託事業）
～60 歳以上初心者対象のパソコン教室

定員 15 人～

時津町社

の冷却期間（自習時間）を設けました。

会福祉協議

皆さん年賀状の文面、宛名面ともに完成さ

会（平瀬 研

せましたが、マイパソコン持ち込みがゆえの

会長）からの

問題があって対応に追われました。中にはマ

委託事業 パ

イクロソフト社のワードがインストールされ

ソコン教室を、時津町総合福祉センター 1 階

ていないパソコンやソフトが壊れていると思

研修ホールを会場に、10 月 28 日（火）から 12

われるパソコンがありました。講座は、和気あ

月 9 日（火）まで開催しました。

いあいとした雰囲気の中で進められ、受講者

パソコン教室の様子

時津町在住の 60 歳以上の初心者が対象の今

同士で教え合う場面もありました。

回のパソコン教室には、22 人の応募があり抽
選で 15 人の方に受講いただきました。最高齢

社協から委託を受けて行うパソコン教室は、

者は 82 歳、最年少者は 60 歳、年齢差 22 歳。

当法人設立の翌年、平成 17 年から実施してお

男女の別は、男 6 人、女 9 人でした。

り今回が 10 回目です。北部コミュニティセン

講座は、ワードの基礎から年賀状（文面と宛

ターの「パソコン道場」が閉鎖された平成 23

名）づくりまでです。1 回 2 時間（9：30～11：

年度から、会場を総合福祉センターに移し、自

30）の 10 回コースで、前期を 6 回、後期を 4

分のノート型パソコンを持ち込んで受講する

回としました。前期と後期の間に、約 2 週間

方法に変更しました。

★ 地球温暖化防止啓発活動
～長与南小学校「総合的な学習」ボランティアを知る～

熱心に話を聞く児童

長与町の

たちに約 15 分間、簡単に活動内容を説明しま

長与南小学

した。これを学級ごとに 3 回繰り返しました。

校（一瀬 薫

これを聴いて児童たちは、第 2 回目に学びた

校長）の 4 年

い団体を選びます。

生（3 学級、生徒数 118 人）の「総合的な学習

第 2 回目の 11 月 28 日は、体育館で校長先

レッツ・ボランティア・・・ボランティアを体

生から各団体の紹介をしていただいた後、そ

験しよう・・・」に、長与町内のボランティア

れぞれの持ち場に行き、児童たちを相手に体

5 団体（手話、風船バレー、要約筆記、お茶、

験学習を行いました。

エコ長与）が参加しました。

「エコ長与」は 4 年 3 組の教室で 28 人の児

当法人から地球温暖化防止活動推進員の伊

童に、地球温暖化防止について「出前講座」で

豫田 和代氏（エコ長与代表）と原田 穣氏が講

行っている方法と同じ要領で、伊豫田氏と川

師として参加しました。

島氏（伊豫田氏の娘さん）が、人形劇や自作の

この学習は、2 回に分けて実施されました。

掛け図を使って説明しました。その後、地球温

第 1 回目は 11 月 4 日午前から。この日はボラ

暖化防止につながる省エネの方法を「しりと

ンティア団体のプレゼンテーションで、児童

りかるた」を使い学んでもらいました。
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児童の質問には「北極や南極の氷が解ける

間だけでなく昆虫などいろいろな生き物にも

とどうなるか」
「木を伐らないためにはどうし

影響が出ることを「ベニトンボ」を例に説明し

たらいいか」
「地球はどうやってできたか」な

ました。

ど、純粋な質問がありました。

帰りに玄関まで見送りに来た、ある男子児

そのほか、太陽と地球の間にある金星が温

童が「おじちゃん。僕、科学者になって温暖化

暖化の究極の姿であること、温暖化が進めば

を止める」と言ってくれたことに、感激しまし

生き物の生息地が日本列島を北上するなど人

た。（M.H 記）

～「とぎつふれあい産業まつり」で 地球温暖化防止の啓発活動～
11 月 9 日（日）、

環境クイズにチャレンジ

出店時間の午前 9 時半から午後 4 時までの

時津ウォータ

間に、約 200 人が立ち寄り、太陽に見立てた

ーフロント公

照明をソーラーパネルに当てて、起こした電

園芝生広場で

気の力でロボットやトンボを動かしたり、電

開催された“と

灯別（白熱球、蛍光灯、LED）の消費電力比較

ぎつふれあい

テストで、その違いを実感してもらいました。

産業まつり”

また、環境クイズにも参加していただき、環境

（運営委員会 委員長 吉田 義德町長）で、当
法人の長崎県地球温暖化防止活動推進員が中

意識を高めてもらいました。
この日対応したスタッフは、当法人の会員

心になって「地球温暖化防止の啓発コーナー」

が 3 人、当法人の会員で長崎県地球温暖化防

を出店しました。

止活動推進員が 3 人、新人推進員が 2 人（時

コーナーでは、啓発パネルの掲示やチラシ

津町 1 人、長与町 1 人）、総勢 8 人でした。こ

配布、環境クイズ、ソーラー発電で動くロボッ

のうちフルアテンドできたのは 3 人でしたが、

トやトンボの模型を展示しました。

他のイベントの合間を縫ってスポットで参加

また、九州エコライフポイント（節電コンテ

していただいた方も、十分に戦力になってい

スト）への参加呼び掛けを行い、その場で、参

ただきました。また、町の住民環境課にもご協

加申し込みをしていただきました。

力を賜りました。ありがとうございました。

協

働

事

業

★ 放課後 子ども教室 （“とぎつ いただきますクッキング教室”）
～「長崎ペンギン水族館」で 環境学習～
‟とぎついただ
きますクッキング

ペンギン行進で盛り上がる

人）の総勢 90 人が参加し、長崎市宿町網場の
「長崎ペンギン水族館」を見学しました。

教室”が 11 月 8 日

時津町浦郷公民館を午前 9 時に出発してか

（土）に実施した

ら約 40 分で目的地に到着。ペンギン行進やバ

4 教室合同の野外

ックヤードを見学した後で、飼育員の大塚さ

教室には、子ども

んから「海の生きもの～海の環境のこと～」に

67 人と世話役のスタッフ 23 人（うち大学生 13

ついて話をしていただきました。
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大塚さんは「今朝 5 分間でこれだけのごみ

に、すてましょう。 ・おようふくやおもちゃ

を拾いました」と、バケツ一杯のペットボトル

など、じぶんのものを、たいせつにしましょ

やお菓子の包装袋、衣紋掛け、洗濯ばさみなど

う。 ・ごはんは、のこさずたべましょう。 ・

のごみを見せて「過去に拾ったペットボトル

うみやいきもののことについて、べんきょう

には、雑食種の亀さんの歯形があるものもあ

しましょう。」と結ばれました。

りました。釣り針などの漁具もよく見掛けま
す。ペンギンさんも同じですが、これを食べ物

講演直後のお弁当を、残さずに食べようと

と間違えて食べてしまうと死んでしまいます。 頑張る子どもたちの姿を見て、話し方によっ
また、地球温暖化の影響と思われる変化も起

ては、こんなにすぐに効果が現れるものかと、

こっています」と話され、
「わたしたちのうみ

地球温暖化防止の啓発活動に取り組んでいる

をまもるために ・ごみは、きちんとごみばこ

当法人の一人として勉強させられました。

～中山菜園で 4 教室合同の収穫体験～
12 月 6 日（土）、 た。野菜は、店頭に並んだものを買って食べる

大根の収穫（持ち帰りあり）

“とぎついただ

ものと思っている子どもたちは、野菜づくり

きますクッキン

や収穫の難しさを肌で感じてくれたことでし

グ教室”は、時津

ょう。

町子々川郷の中

柴田先生は、薬ができるまでには 10～15 年

山菜園で、4 教室

の時間を費やし、200～300 億円の費用が掛か

合同の収穫体験

る。道端に生えている雑草（ヨモギ、ドクダミ、

を実施しました。児童 54 人、スタッフ 23 人

ゲンノショウコ、タンポポなど）も薬になるの

（うち大学生 12 人）の総勢 77 人が参加しま

だよという話しをされました。例えば、ヨモギ

した。

の場合「①血を止める

中山集会場で午前 9 時から受け付け開始。9

②痛みを和らげる

③体を温めるというような効能がある」その

時半からスケジュール説明をした後、中山菜

他の雑草も「①下痢を止める

園に移動、10 時 15 分から 11 時 15 分まで収穫

③おしっこを出やすくする

体験。その後、中山集会場に移動し、11 時半

どの効果がある」という話しをされ、ご自身が

から 12 時 20 分まで全員で昼食を取りました。

大学のキャンパス内で採集した数種類の雑草

昼食後、長崎大学薬学部大学院 助教 柴田

を、子どもたちの手に握らせ、揉（も）ませた

先生に「山里の野草や薬草について」の講演を

り、臭いをかがせたりしました。最後に「体に

していただきました。

悪い雑草もあるので何でも食べてはダメ、大

今年の収穫体験は、サツマイモ、大根、ジャ

②風邪を治す
④元気になるな

切なのは雑草の種類を見分けること、そして、

ガイモの 3 種類。子どもたちを 3 班に分け、

どのような効き目があるかを知ること、みん

悪天候で足元がぬかるむ中、収穫作業を行い

なも学校の帰りや遊びのときに、どんな雑草

ました。当法人会員で担当の久松氏は、サツマ

が生えているか見てみよう」と述べられまし

イモはイノシシにやられ植え直し、大根とジ

た。小生が子どものころに、よく耳にしたなじ

ャガイモは、やや植え付け時期が遅れたせい

みの深い薬草の名前が、たくさん出てきたの

で、最善の状態ではなかったと話していまし

で、興味深く聴きました。
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当面の予定
●時津港周辺のごみ拾い

3 月 14 日（土）を予定。多くの方のご参加をお待ちしています。

ホームページ
★ ホームページ掲載記事リスト（10 月～12 月 ホームページ 10 件 ブログ 19 件）
情報満載のホームページも開いてみよう！
1.

やさしいパソコン教室閉講式

6.

パソコン教室始まる（社協委託事業）

2.

生涯学習を考えるつどい・少年の主張大会

7.

元村二 秋祭り（長崎県 時津町）

3.

クッキング教室 4 教室合同の収穫体験

8.

長崎くんち一色に染まる

4.

とぎつふれあい産業まつりに出店

9.

時津川のごみ拾い

5.

クッキング教室 水族館で環境学習

10. 会報 42 号（コミュニティ時津）

ホームページアドレス：http://www.togitu.org
ブログ：http://togitu.blog65.fc2.com/
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
平成 26 年度の年会費は、お近くの理事にお渡しいただくか、下記預金口座への振り込みを
お願いいたします。未納の方は事務処理の都合上、年度内の平成 27 年 2 月末日までにお納め
いただくようお願いいたします。
十八銀行時津支店

普通１９１９７３

親和銀行時津支店

普通２５７５９１９

口座名：
NPO 法人コミュニティ時津

※ 昨年末までに、納入が確認されていない方には「年会費納入のご案内」を同封させてい
ただいております。もし、行き違いなどがありましたらご容赦のほど、よろしくお願い
いたします。

発行元：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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