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今月のみら坊・みら子トピックスクス
◆「みらサポ」のメインルームのレイアウトいつもは、おとながカーペットを敷いて準備していたけど、
10 月から子どもたちに任せたら、テーブルはそのままで、一人ひとりが好きな場所のテーブルで好き
なことをするようになったよ。ブロック遊びや茶のみ、ちょっとだけ勉強する子も居ていろいろだよ。
◆11 月 6 日（日）龍ヶ崎市更生保護女性会のみなさんが子どもたちにってランチを用意してくれるよ。
子どもたちと一緒に、お稲荷さんや巻きずしを作ってくれるんだって♡
◆11 月 13 日（日）かみね動物園に行くよ！ かみねレジャーランドの乗り物も楽しみ♪
◆茨城県社会福祉協議会発行の地域福祉活動実践事例集に活動が紹介されたよ。

学び＆居場所のお知らせ
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業
・月曜日と水曜日

１７：３０〜２０：３０

お休みのお知らせ

１１月２３日（水）は、お休みです。

ひとり親家庭の子どもたちの居場所「ii 場所・みらサポ」＆無料子ども食堂
・火曜日と木曜日 １７：３０〜２０：３０
・お休みのお知らせ

１１月３日（木）は、お休みです。

宿題・遊び・寝る なんでもありの居場所です。

《１０月ご支援いただいた方々
三戸峰代様

鈴木文子様

コムハウス様 鴻野あや子様

ご家族でのお食事もできます。

》

順不同

関 佳子様

新井弘美様

根本彰様

鈴木 繁様 今関様

鈴木孝子様 フードバンク茨城様

平田友子様

山崎雅昭様

まつおひでと様

小林伸光様

山口広行様

クレッセント様

※10 月正会員になって下さった方々 ☞

稲川誠一様

結束久美子様
鈴木様

真行寺 博様

石垣太郎様

岩本雄一様
熊坂理栄様

もみの木様
佐藤よし子様

佐々木ますみ様
角

幸子様

今月新たに正会員・賛助会員になってくださった方々「ありがとうございました！」
今月も、多くの方々からお米や食品の寄付を頂きました。「ありがとうがいっぱいです」
スタッフで何回も確認してはいますが、寄付したのにな…会員になったのにな…など、
もしお名前が掲載されていませんでしたら、申し訳ございませんです。

ご報告とあのね。
10 月 30 日（日）13：30 より
旧若松病院（みらサポ・みら塾実施場所）で
第 13 回通常総会が開催されました。当日参加されませんで
した正会員の皆さまには議案書を同封させて頂きました。

2016 年 10 月 6 日現在登録正会員数

４１名

2016 年 10 月 6 日現在登録賛助会員数

２３名

2016 年 10 月 6 日現在その他ボランティア登録数 ３４名

今月のみら塾
勉強中に２人の男子が「オレ、友だちいないんだ」
「オレもだよ。学校で話すのはＡ子ぐらい」
（Ａ子はみら塾
で同じ中学です）塾で友だちができてよかったね。
おしゃべりしすぎて勉強している人の迷惑にならないで
ね。中学３年生は 11 月 8 日（火）に県統一の学力診断テス
トがあります。そのあと、三者面談で私立校を受験する人
は出願をして 1 月はじめに私立高校受験になります。
みら塾に来ている子どもたちは全員県立高志望。練習で私
立高校を受験する子どももいますが、受験料が 2 万円なの
で受験しない子どもも多いです。
みら塾も少しずつ受験モードになってきています。

日頃、様々なご支援をいただい
ています正会員の方々と、年に
一度の総会を行う事ができま
した。遠方よりお越しの方々は
じめ皆さまお疲れ様でした。
正会員の方々の素顔にふれ、と
ても嬉しく、今まで同様に新年
度の事業を進めてまいります。

１０月の秋、お芋や
柿たくさんもらって
一杯食べたよ。
ごちそうさまでした。

ありがとうございました。

いろーんな情報（2016 年 11 月 1 日現在）
茨城県生活困窮者世帯の子どもたちへ

「学習支援ボランティア募集」

寄付募集のお願い
・女児用子ども用自転車→ご寄付頂きました！
皆様のご支援に感謝いたします。

場 所 ☞ 阿見町内の公的施設内
土曜日 ☞ 13:00〜17:00
子どもたちとふれあう事が大好き、ちょっと好き
いろんな方をお待ちしています。
（交通費支給）
ボランティアは、毎週でなくても、時間内全部で 引き続きこちらを探しています
なくても大丈夫です。
・子ども用野球グローブ
・弓道具一式（中一女児用）
無理のない範囲で無理のない様参加してください。
茨城県ひとり親世帯の子どもの居場所支援事業

龍ヶ崎市生活困窮世帯の子ども学習支援事業

「無料みら塾」生徒募集！

ii 場所「みらサポ」こども募集！
ひとり親世帯の子どもたちの未来や保護者をサポ
ートする事を目的とする居場所です。
此処に来た人は誰でもみんな一緒に食事ができる
「無料子ども食堂」もやっています。

様々な事情から学習塾に通うのが困難な子どもた
ちなどへ、学習のサポートを行う事を目的として
開設している塾です。
○対象：小学校４年生〜中学３年生まで（原則）
○毎週月曜日と水曜日 17:30〜20:30

毎週火曜日と木曜日 17:30〜20:30
対象児童・生徒は、１８歳まで
対象地域は、県南地域全域（一部除く）

○所得制限があります。

学びボランティア

おねがい

緊急募集！

子どもたちの宿題を一緒にしたり、遊んだりして
2 学期が始まり生徒が 4 名増えました。みらカー
下さる方も大募集！しています。
での送迎もあるので、お休みする子どもたちは
ホームページで居場所の様子や

無料子ども食堂の様子がわかります。

あまりいなくなり毎回 15～16 名の子どもたちが
学びボランティアさんと一緒に勉強しています。

（ホームページ只今新バージョン検討中）
http://
miranetto.darumasangakoronda.com/

生徒が増えたので、学びボランティさんが足りま
せん。子どもの勉強をみてくれる学びボランティ
さんを募集しています。お知り合いの方にもお声
かけをよろしくお願いします。
💛問い合わせ先💛

会員になって私たちの活動を応援してください！
年会費

正会員
3,000 円

賛助会員
１口 1,000 円

正会員と賛助会員の違いは、総会時における議決権
があるか、ないかの違いです。その他は同じです。
寄付をしてくださる方へ

お手数をお掛けいたしますが下記口座へお願いします。
郵便 00190

7

565818

NGO 未来の子どもネットワーク

〒301-0847 茨城県龍ヶ崎市城ノ内

℡/fax
mail

0297-62-8932

3－2－2

土日祝日休み

miranetto2000@yahoo.co.jp
事務局は、平日 12 時からとなっています。
時々留守の事もあるかもです。
その場合、留守電対応になります。
特定非営利活動法人

NGO 未来の子どもネットワーク

ii 場所・みらサポ 10 月の子ども食堂
４日（火）

６日（木）
カレーライス

栗ご飯

サラダ

ポテトサラダ

フルーツパフェ
茄子の煮もの
お味噌汁
デザート
（プルーン、梨）

お顔より
大きな梨

11 日（火）

13 日（木）

クリームシチュー

和風マーボなす

チキンナゲット

かぼちゃの煮物

クロワッサン etc.

ウインナー
とほうれん草のソテー
お味噌汁 etc.

18 日（火）

20 日（木）

五目稲荷

鶏肉のトマトソース煮

竹の子芋の煮もの

五目おにぎり

お味噌汁 etc.

めんたいポテト
竹輪の煮物
お味噌汁 etc.
25 日（火）

27 日（木）

バラエティー
おにぎり
具だくさん味噌汁
etc.

味付け冷やし
ラーメン、
餃子、ウインナー
ほうれんそうソテー
etc.

この日はビュッフ
ェスタイルにして
好きなおにぎりを
選んだよ♪

ご支援で頂いた食材を
使って色々な料理を
作っています。

