2017 年 8 月 9 月 10 月合併号 特定非営利活動法人 NGO 未来のこどもネットワーク

みらネット通信
みら坊＆みら子のクスクスとぴっくす

１０月の学び＆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
「みら塾」
月曜日と水曜日 18：00〜21：00
阿 見「いばきら塾」土曜日 13：00～17：00
美 浦「いばきら塾」土曜日
9：30～12：30
みら塾
10 月のお休みは、 10 月 9 日体育の日です。
阿 見「いば☆きら塾」のお休みは、10 月 28 日です。
美 浦「いば☆きら塾」のお休みは、10 月 7 日です。
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

i i 場所みらサポ（子ども食堂）今月のお休みは、ありません。
宿題・遊び・寝る なんでもありの居場所です。お家の方の食事もできます。
急な残業になった時など連絡を頂ければ、家で待っている子どもを迎えに行き
宿題をしたり遊んだり、そして食事をして家に送ります。安心して残業ができる
そんな一人親家庭の子どもたちの居場所であり、ひとり親の居場所でもあります。

８月９月 10 月に子どもたちにご支援してくださった方々
根本 彰様
所 洋子様
内田 真様
中村 貴様
戸高 猛様
飯野 満様
山崎一里様

屋代一樹様
大貝隆一様
沼尻つね様
小澤淳子様
鳥井一美様
志村千草様
山崎雅昭様

三戸峰代様
斉藤 猛様
有馬盛夫様
杉村悦子様
井上敏宏様
小林伸光様
板倉正幸様

順不同です。

國枝光子様
金丸ミドリ様
大内 篁様
川口みや子様
裏川 圭様
本谷ひとみ様
原登美雄様
菊田さと子様
大貝隆一様
小林千恵子様
吉岡夏樹様
大貫ふさ子様
松崎政夫様
結束久美子様
松下百合子様
まつおひでと様

取手ライオンズクラブ様
ラブリー農園糸永員偉様
コウキ建設 根本健樹様
阿見町ボランティア連絡会様
リスカ(株) 武藤則夫様 通学路の安全を守る会 稲川 誠一様
茨城県更生保護女性連盟井坂たけ様
NPO 法人フードバンク茨城様
クレッセント様
妙行寺大宮孝舒様
もみの木様
マルシェ伊藤様
明治安田生命 中山様・宮本様
※正会員になってくださった方々☞
千葉重人様 柴田 大様 （株）オオタニ様
加藤美佳様 髙橋宏幸様
高橋さくら様

大竹けい子様
ありがとうございました。

８月のコト
長い夏休みに子どもたちとやってみたこと。
一つ目、マクドナルドのドライブスルーで、自分が食べたいものをマイク越しに頼んでみる。
子どもたちは、何でもないようなコトが苦手で、何でもないようなコトでオドオドしてしまう。
たったそれだけのことだけれど、たったそれだけのことにならない、自信の一つになるんだ。
二つ目、もう何年も学校に行っていない子どもたちがいる。
学校に行ってない子
このままでどうするんだろう。夢ややりたい事が見得たら
ただそれだけなのに
それに必要な事を会得したいと思ってくれるだろうか？
ただそれだけにならない
と、この夏、夢を見つけに一人ひとりにあわせ、様々な
全ての自信をなくす
場所やいろいろな人へ会いに連れて行ってみたんだ。
優しいこの子は、
この種が葉をつけ実をつけ大きく成長してくれたら、
動物がすき。未来の
この子たちの中で自信の一つになると思うんだ。
夢が見つかったら
生まれた環境に左右されないで生きてほしい。
(馬のトレーニングセンターにて) 学びたくなるかな。
その他の報告
毎年恒例になってきた夏休みイベントの「ii 場所みらサポ夏祭り」龍ヶ崎地域で活動をしている皆
様の協力も得て行ってきましたが、今年は急遽中止になりました。それは・・・・夏祭りは楽しみな
ことに間違いない子どもたちなのですが、
「夏祭りは楽しみ！だけどね、ここの前を友だちが通って
見られたら嫌なの…」この居場所を始めた頃は、小学校低学年や中学年だった子どもたちもお年頃
の思春期真っただ中です。友だちに見られるのが嫌だと言う事を聞いた時は、一瞬寂しい気もしま
したがこの子たちがこの場でしっかり成長している（!(^^)!大きくなった）事を改めて実感したス
タッフ一同の夏でもありました。
屋内でできないか？場所を移動してできないか？様々に検討はしましたが
様々な問題があり中止となりました。その分を秋の遠足に振り替える事にし
て、来年の夏祭りは、開催するか？しないか？も含め子どもたちと話し合い
ながら相談しながら考えていきたいと思います。
８月からまた一つ、新しい学習支援の場が増えました。
始まったばかりですがスタッフは、一人でも多くの子どもたちが安心して未来の
夢に学びが繋がる様、毎土曜午前 9 時には支援場所に行って準備をしています。 美浦いば☆きら塾

9 月のコト

修学旅行や体育祭について思う事
高校生の子が修学旅行に無事参加できました。「ありがとうコーナー」で
報告していますが、多くの方から見守られ支援されて参加へと繋がります。
思うことは、その多くの方々とこの子たちがつながっていなかったら・・・
どんな不安を感じ、どんな困ったを抱えて大人になっていったのだろうと
いう事です。そしてその事がこの子たちの「生きる」に影響している事です。

体育祭では、子どもたちが一堂に並ぶ時なので怖いです。此処のこの子たちの
体操服が他の皆の白い体操服と違い茶色いのがひと際目立つ時でもあります。
体操服の名前も自分の名前じゃない子もいるので、名札のつけ方を伝えます。
いろいろな不足品を子どもに渡すタイミングが難しいです。子どもの支援が親の自立を妨げないようにです。

10 月のコト

未来の子どもネットワークは、９月が新年度になります。
第 14 回通常総会を 10 月 28 日に開催します。詳細は別途

いろいろなお知らせ＆募集
【とっても探しています】
様々な事情で、引っ越しせざるおを得なかった子ども
たち。多くの方々のご協力のお陰で生活道具は、殆ど
寄付して頂きとても助かりました。この場をお借りし
改めて「ありがとう」ございました。!(^^)!
現在は、下記の物を探しております。不要になってい
る方がいましたら、どうか宜しくお願いします。

ベッド 2 台
カーテン・カーテンレール
押し入れダンス・洋服用クリアケース
押し入れスノコ・通学用リュックサック

【ありがとうございます】
8 月 夏休みに給食がないことで、夕方居場所が実施する時間まで
ご飯を食べない子どもたちが沢山います。そんな子どもたちのお腹をい
っぱいにして欲しいと、龍ヶ崎市更生保護女性会有志の皆様が、
子どもたちと一緒に餃子を作ってランチを提供してくださいました。
９月 食事をしていたら来週から修学旅行で
北海道に行くという子が、「飛行機初めてで
楽しみより怖いが一番なんだよな…」しかも
「修学旅行の引っ張るカバンがないんだよ。」
と・・・・それを知ったボランティアの方が
うちにあるよ！と翌日持ってきてくれました。
早速その子に渡したら「すっげーかっこいい！」と大喜び。ちょびさん
「ありがとう！」ございました。洋服もなかったので、いつも支援して
くださる T さんが、その子に何が欲しいのか？聞いてくださり直ぐに届
けてくださいました。みんなの優しい気持ちが丸まって元気に修学旅行
へ無事行くことが出来ました！本当皆が温かくて感謝です。

生活困窮者世帯の子ども学習支援事業とは、 茨城県ひとり親世帯の子どもの居場所支援
様々な事情から学習塾に通うのが困難な子ども
ii 場所「みらサポ」こども募集
たちへ学習意欲の向上等の学習サポートや生活
支援を行う事を目的として開設している塾です

阿見町で実施しています「いば☆きら塾」
龍ヶ崎市で実施しています「無料みら塾」
美浦村で実施しています「いば☆きら塾」
各々の塾で学習支援ボランティア
が不足しております。
しんどい思いをしている
子どもたちの未来を支えてくださる
方が必要です。興味・関心がある方は、
ぜひ事務局まで連絡してください。
ボランティアは、毎回でなくても、また時間も無
理のない範囲で無理のない様にできます。
塾対象児童・生徒は、
◇小学生４年生～中学生３年生まで（原則）
◇毎月曜日・水曜日（龍ケ崎地域）18:00〜開始
◇毎週土曜日（阿見・美浦）
９:３0〜開始

会員になって私たちの活動を
ぜひ応援してください！
年会費👉正会員
３,000 円
年会費👉賛助会員１口１,000 円
正会員と賛助会員の違いは、総会における議決権があ
るかないかの違いとなります。その他は同じです。会
員になって下さる方、寄付をしてくださる方、お手数
をお掛け致しますが、下記口座へおお願い致します。

郵便 00190
7
565818
ＮＧＯ未来の子どもネットワーク

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。
来た人は誰でも無料で利用でき一緒に食事が
できる「無料子ども食堂」も実施しています。

『保護者の方の急な残業の時などに安心です。』
送迎申込ができれば、子どもが留守番している家
や学童への迎えもあり宿題をして夕食を食べて
少し遊んで 8 時半になったら各自送っていきます。

毎週火曜日・木曜日 17:30～20:30
１８歳までの児童・生徒
対象地域は県南地域全域（一部をのぞく）
無料の送迎もあります。（応相談）
********************************************
「プレイボランティア」大大大募集中です！
子どもたちと一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、
時に学んだりしてくださる方が不足しています。

◇問い合わせ先◇
特定非営利活動法人

NGO 未来の子どもネットワーク
事務局は平日 12 時からで、土日祝日お休みです。
（時間外は留守番電話対応となります。）
〒301-0847 龍ヶ崎市城ノ内３-２-２
電話：FAX

０２９７-６２-８９３２

Mail:miranetto2000@yahoo.co.jp
http://miranetto.darumasanngakoronda.com/
HP で塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。

ii 場所・みらサポ

８月の子ども食堂

下記以外にも、子どもたちのみに軽食を毎週月・水、また月４回の土曜日に提供しています。

４日（火）

６日（木）

１１日（火）

冷やしそうめん&塩むす
び
カシューナッツ炒め
ベーコンと野菜炒め
ブロッコリー・トマト・
ツナサラダ
きゅうりの甘酒漬
デザートはスイカ

豚カツ丼
マカロニサラダと野
菜
しめじ入りお味噌汁
スイカとメロン

焼きサバ定食
グリーンピース
ごはん
ポテトサラダと
大根切り干しの煮物
ワカメの汁物

１８日（火）

２０日（木）

豆腐と油揚げのお味
カレーライス
噌汁
焼肉 キャベツともや
きゅうりと人参の味 花豆の煮豆
しの和え物
噌漬け
スイカ 瓜のお漬物と
きゅうり in ちくわ
きゅうりの
ゴボウと人参のきんぴ
キューちゃん
ら筑前煮
スイカ
きゅうりとトマトのさ

１３（木）

温玉乗せサラダうど
ん
ワカメ・なす・玉ねぎ
の天ぷら
梅干しとおむすび

っぱりサラダ

２６日（火）

２７日（木）

ビッグハンバーグのト
マトソース煮込み
キャベツ
瓜とツナのサラダ
ワカメのお味噌汁
瓜のお漬物
水ようかんとスイカ

フランクフルト
桜えびと天かすの
混ぜご飯
マカロニサラダと
茹でトウモロコシ
ジャガイモの大学芋
風
瓜の醬油漬け
野菜スープ
フルーツ盛り合わせ

・季節の野菜を届けてくれて
・お肉を毎週届けてくれて
・お米や調味料を届けてくれて
・毎週子ども達に作ってくれて
いっぱぁ～いのありがとうです。
本当に、多くの方々の助けがあって
未来へと子どもたちは成長しています。

9 月のメニュー
5日

焼肉・みそ汁・サラダ・きゅうりとツナの和え物・フルーツポンチ

7日

親子丼・みそ汁・冬瓜のサラダ・ひじきの煮物

12 日

焼きそうめん・みそ汁・うりの漬物・おにぎり🍙・フランクフルト

14 日

カレーライス・サラダ・冬瓜の煮物・ナスの漬物

19 日

マーボ豆腐丼・みそ汁・人参しりしり・さつま芋の粒あん乗せ

21 日

もやしとひき肉のあんかけ丼・とん汁風みそ汁・なすの煮びたし・ふかしさと芋・
チョコバナナとスコーン・梨

26 日

すき焼き風丼・みそ汁・枝豆・栗・梨・柿

28 日

たまご丼・みそ汁・マーボなす・にらのチヂミ・かぼちゃの煮物のチーズ焼き

