みらネット通信

２０１６年９月号

特定非営利活動法人

◆今月のみら坊トピックスクス

NGO 未来のこどもネットワーク

◆8 月 3 日 NHK 水戸「いば６ニュース」でみらサポが約 10 分ドキュメントで放映されたよ。
◆子どもたちは給食のない夏休みだった…ので、スタッフは夏休み休まず子ども食堂やったぞぉ~！
◆8 月 28 日手作り感てんこ盛りの、みら塾・みらサポ第 2 回夏祭りが終わったぞ！（写真等は次頁）
◆とっても元気な８歳の女の子がみらサポの新しく仲間になったよ。ダブルワークでママが働いている夏
休みの間、朝９時~深夜１時半まで独りでお留守番は危ないし（まだ 8 歳だしなぁ）預かってくれると
ころは高いし……んでスタッフが交代で夏休み中預かる事になったんだ。スタッフは事務局の仕事しな
がらの預かり保育、しかもチョーが付くほどお転婆さん（笑）その夏休みが本当に終わった！！フー。

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

９月１９日（月）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」＆子ども食堂
・火曜日と木曜日 １７：３０〜２０：３０
・お休みのお知らせ

９月２２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。
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！」
《８月ご支援いただいた方々 》
順不同
ご家族でのお食事もできます。

ラブ＆リー農園・糸永員偉様
河合直之様 三戸峰代様

幅昌子様

関野修様

根本彰様

五十嵐興治様 リスカ（株）・武藤則夫様
舘内佳子様 稲川誠一様

竹内早智子様

青山しげ子様 木村静江様
いばら喜大家の会様
フードバンク茨城様

龍閃様

岩村様

萩原達哉様
小嶋永子

鈴木文子様

※会員になって下さった方々

野沢登美子様

鈴木伸尋様

つるちゃんママ
佐倉徳朱子様

金丸ミドリ様

佐藤由美子様

更生保護女性会龍ケ崎支部の皆様
クレッセント様

大内篁様

雨貝繁和様

川口みや子様

石垣太郎様

鈴木繁様

山崎雅昭様

田上時夫様

並木ハル子様

関佳子様

屋代一樹様

岩本雄一様

☞ 萩原達哉様（8/2） 佐藤由美子（賛助 8/29）

今月も、多くの方々から夏野菜を寄付して頂きました。8 月最後の子ども食堂では、
子どもたちのリクエストで「冷やし中華」でしたが、夏野菜のキュウリもそろそろ
収穫が終わり、今までキュウリを頂いていた事に改めて感謝を感じた「冷やし中華」でした。

今月の子どもたち

第２回

みらネット

すいか割やヨーヨーつ
りコーナーもあったね。

色々な方が来てくれたよ。

自分で作れるフルーツパフェ！
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第１回

子どもの居場所
学習支援・子ども食堂
いばらきネットワーク会議

茨城県内で
も子ども支
援が拡がり

•
•
•
•
•

日時
場所

９月１１日 １４時～１７時
県南生涯学習センター
(茨城県土浦市大和町９－１ ウララビル５階)

参加費
問合先

無 料 （事前申し込み要）
特定非営利活動法人
NGO未来の子どもネットワーク
TEL/FAX
０２９７－６２－８９３２
事務局平日１２時～土日祝休み

•
•

•

子どもの貧困
なんとかしなきゃ!

子どもの居場所・学習支援
子ども食堂をはじめたひと。
これから始めたいと考えているけれど、
どうしたらいいの？
または、何か協
力したいけど何を協力すればいいの？
そんな人が集まって、子ども支援に関
わる人の横のつながりをつくっていきま
す。
実践している人の活用できる情報や、
子どもの居場所・学習支援・食堂に関
する疑問、
こういう場合どうしたらよいのかな？な
どいろんな疑問や問題を皆で考え解決
したり、情報の交換、研究をする場です。
どうぞお気軽にご参加ください。

つつあるね。

いろーんな情報（2016 年９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」

探しています！寄付募集のお願い
・弓道具一式（中一女児用）
・女児用子ども用自転車

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）

（身長 140cm）
・子ども用野球グローブ

ボランティアは、毎週でなくても、時間内全部で 以前使用していた…押し入れにあったかも…
なくても大丈夫です。無理のない範囲で無理のな 等々、今は使用していない物があれば是非譲って
い様に参加してください。
下さい。よろしくお願いします。
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

ii 場所「みらサポ」こども募集！

「無料みら塾」生徒募集！

ひとり親世帯の子どもたちの未来や保護者をサポート 様々な事情から学習塾に通うのが困難な子ども
する事を目的とする居場所です。此処に来た人は、誰で たちなどへ、学習のサポートを行う事を目的とし
もみんな一緒に食事ができる子ども食堂やってます！
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）
毎週火曜日と木曜日 17:30〜20:30
○毎週月曜日と水曜日 17:30〜20:30
対象児童は、１８歳まで
○所得制限があります。
対象地域は、県南地域全域（一部除く）

学びボランティア随時募集中！

子どもたちの宿題を一緒にしたり、遊んだりして
下さる方も募集！しています。

ホームページで、居場所の様子や
子ども食堂の様子がわかります。
http://
miranetto.darumasangakoronda.com/
💛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

3－2－2

0297-62-8932 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
２日（火）

ご支援の品々

チラシ寿司

４日（木）

ご支援のスイカ 茄子のミートソースパスタ

９日（火）

ご支援の品々

ウインナーと野菜の煮物

南瓜コロッケ

１１日（木） 中華茄子 フレンチトースト

子ども食堂

豆サラダ

トマト

８月の食事
スープ

デザートのスイカ

お漬物（胡瓜） ボランティアの大学生と食事

はったい粉ケーキ トマトやキュウリを添えて

南瓜のポタージュ 茹で野菜

海苔天

１６日（火） ハンバーグ

８月誕生日

ブルーベリージュースを作ったよ

揚げ玉と素干しご飯

たくさんのご支援野菜

ベーコンスープ

わぁ～い、ハンバーグだ～
子どもたち、ご機嫌でした。

１８日（木）お肉と野菜のたっぷり入った大太海苔巻き

２３日（火）ご支援の品々

２５日（木）たくさんの野菜

撮り忘れ

m(_ _)m

ソーメン炒めソーセージのせ

とろとろ他人丼（豚肉＆卵）

ベークドポテト、アップルパイ

かぼちゃのサラダ

お野菜いっぱい

にんじんグラッセ

おやつは、鳩サブレのお
姉さんからの差し入れ

３０日（火）ご支援のりんご 梨＆ミニトマト

梨

冷やし中華

果物トレイ

