
2018年 5月 6月 7月合併号 特定非営利活動法人 NGO未来の子どもネットワーク 

みらネット通信   

    みら坊＆みら子のクスクスとぴっくす 

 

 

夏休みのお知らせ 8 月 13 日～8 月 17 日までは、事務局／学習支援／居場所すべてお休みです。 

 

8月・9月・10月の学び＆居場所のお知らせ（夏休み除く） 

 

         生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業      休みの日 

「無料みら塾」   月曜日と水曜日 18：00〜21：00  9/17、24、10/8 

阿 見「いばきら塾」土曜日     14：00～17：00   8/11、10/20 

美 浦「いばきら塾」土曜日       9：30～12：30   8/11 
 

いろんな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 １５：００〜２０：３０ 

           i i 場所みらサポ（子ども食堂）お休みは、8 月 14 日 16 日の夏休みだけだよ～。 

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 

そんないろいろな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。 

5 月・6月・7月に子どもたちにご支援してくださった方々  順不同です。               

     

飯野 満  様  石垣 太郎 様  内田 真  様  海老原 龍夫様  海老原 猛 様 
大貝 隆一 様 大内 篁  様  大津    様  金丸 ミドリ様  片山 素子 様 
木元 清隆 様 熊川 幸子 様  國枝 光子 様   結束 久美子様  小林 千恵子様 
古山 均  様 鴻巣 和子 様  斉藤 猛  様  佐藤 和子 様  佐倉 徳朱子様 
佐々木 廣子様 佐藤 よし子様  斉藤 網生 様  斉藤 繁  様  島 仁美  様 
鈴木 新太郎様 鈴木 隆  様   清山 玲  様  田口 厚子 様  高田 懋  様 
田中 ミツコ様 塚本 友美 様   坪井 隆典 様  所 洋子  様  内藤 精一 様 
並木 文子 様 長瀬 牧子 様   根本 彰  様  野崎 てつ恵様  野沢 登美子様 
広居 順子 様 古市 裕之 様    深沢 幸子 様  三戸 峰代 様  宮原 征男 様 
宮本 清美 様 宮本 てる江様   山崎 雅昭 様  山田 真世 様  山之内 聡 様 
吉岡 夏樹 様 吉田 瑞枝 様  横田 さおり様  横山 久仁子様  若松 あや子様 
渡辺 しまこ様 渡部 紘志 様   友信 勝美  様  湯原 秀一  様   関口 治  様 
 

㈱クーロンヌジャポン様  水戸証券株式会社 様   関章商事 様  久光製薬㈱ 筑波研究所 様  

妙行寺  大宮孝舒 様    マルシェ伊藤  様   沼尻産業 様   リスカ株式会社武藤則夫 様 

阿見町ボランティア連絡会 様       満年喜鮨 様    もみの木様    明治安田生命 様 

NPO法人フードバンク茨城様    クレッセント 様    通学路の安全を守る会 稲川誠一 様 

龍ケ崎地区更生保護女性会 一同 様    ヤマダイ食品 様    那珂市社会福祉協議会 様     

アマンブリ高倉 様    ラブリー農園 糸永員偉 様   牛久女性ネットワーク 金子 様  

ヘアーサロン和 原田・有坂 様    つくば市茎崎地区民生児童委員協議会 児童母子部会 様 
 

新しく正会員になってくださった方々です。応援して下さりありがとうございます。順不同です 
 
片山 素子 様   宮原 征男 様   宮本 てる江 様    石上 智洋  様   齋藤 千江 様 

堀  哲哉 様   笠原 瞳  様   小島 勝子   様   皆川 輝男  様   吉川 潤子 様 

田口 厚子 様   木村 健治 様   鈴木 かをり 様   高田 懋   様   内藤 講平 様 

 

いつもハッピークッキーでお世話になっております（株）クーロンヌジャポン様に匿名で寄付をしてくださった方が 

いらっしゃいました。直接お礼を申し上げられず紙面上で申し訳ありません。「お心、ありがとうございます。」 
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    場所みらサポ＆子ども食堂 毎週火曜日と木曜日午後３時～８時半 
 

i i 場所みらサポ、子どもたちの事情に応じて 

ひとりの子どもに 1 人のボランティアの方が 

話し相手になり、遊び相手になってくれる。 

子どもは、「そーして」ここで過ごす。時には 

待ちくたびれ寝てしまいながら親を待ち過ごす。 

 

いつも子どもたちに色々な遊びを教えてくだ ☞ 

さる S・Y さん。いつも「ありがとうございます」 

木曜 Y・Y さんは、仕事が終わってからこの場所に 

来てくれる。子どもたちといつも汗だくになりな 

がら思いっきり遊んでくれる「有難い」につきる。 

 

この場所をもぅ５年間も無料で貸して下さっている              ☜ S・Y さんが 

「つるちゃんママ」そっと寄り添いながら子どもが              持参して下さる 

する事を見守っていてくれる、本当に感謝しかない。             お遊びセット。 

 

 

勿論、大人は遠くで見ているだけで、子どもた

ちだけで語らって遊んでいる子、ゲームをして

いる子、寝ている子、宿題をしている子、様々

だ。そして思うのだ、学校も年齢も違うのに皆

本当に仲良く遊ぶ。よく笑う。時には喧嘩が始

まる時もあるが、子どもたち同士で大概は解決

している。そんな時「へぇそんな風に考えるん

だ…」と改めて子どもたちのそれぞれの意見が

この場所で過ごしている年月の分、変化し拡が

っている事に、スタッフのこころがよろこぶ。 

 

この場所は、色々な様々な各々な人が来てくれる。 

右の写真は、6 月 7 日に 2 回目となる「出張床屋」 

さん。子どもたちは、サッパリして気持ちいい。 

嫌だと言っていた子も、見ていて切りたくなった様子 

飛び入り参加の子どもたちや保護者の髪の毛を、道具 

持ち込みで切って下さる「サロン和」有難いです。 

また、今回は掲載できなかったが、牛久市の女性ネッ 

トワークさまから手作り味噌を３樽も頂き、食べ頃に 

なるのがとっても楽しみ！まだまだ、ここに紹介でき 

ないけれど、多くの人々の優力が集まり、「しんどい 

子どもたち」がここで育ち大人になり豊かな未来歩め 

る様に願って欲しい!ボランティア欲しい！人足らない! 



無料みら塾（龍ケ崎市） 毎週月曜日と水曜日 午後 6時～9時 

 

暑い夏休み、みら塾はお盆休み（8/13，8/15）以外は通常通り 

行っています。子ども達は夏休みの宿題をやっています。5 教科の

宿題だけでなく、「人権の標語」を作ったり、「税の作文」を書くた

めに税について調べたり、「読書感想文」を書くために読書をしてい

る生徒もいます。学びボランティアさんは、そういう宿題にもつき

あっています。        （N中 1 年夏休み宿題リスト）☞ 

みら塾は学習  塾と違い、子ども達が自分で学習する 

ものを持ってきて勉強しています。ほとんどの生徒は 

学校で使用しているドリル、ワーク等を持ってきて 

学びボランティアさんと学習しています。自分で決め

ることが少ない子ども達の、「自分で自分のことを決

める」ことを大事にしたいと思っています。 

学年、学校も違うし、ひとりひとりの進度も違うので 

マンツーマンに近い状態での学習支援になります。ま

た、子ども達と対等な立場で接するために、「先生」の

呼び方は使わないようにしています。 

ここで、子ども達には「できた！わかった！解けた！」 

という経験を積んで、自信をつけていってほしいです。 

平成 30 年 6 月 12 日 水戸証券株式会社様から寄付金を頂きました。 

子どもたちの中には、学校に行けてない子たちも、 

この居場所には来ている。ここに来る以外は、家に 

ずっといる。学校に行かれなくなった背景に貧困が 

起因している。一度行かれなくなると益々行かれな 

い。そして昼夜逆転の生活リズムとなりネガティブ 

思考全開。そんな子どもたちが元気になる様,身体を 

動かしたらどうだろうと体育館を借りた。体育館では 

ただ走って遊んでいた。ら、子どもたちから、バスケ 

ットボールがあればいいな…バトミントンがあればい 

いな…野球にテニスに…だけどスポーツ用品を購入で 

きる財源がなかった。そんな中、水戸証券株式会社様 

からスポーツ用品を購入する寄付金を頂きました！  （寄付金で購入させて頂いたテニスとバトミントンをしている子どもたち） 



 

阿見「いばきら塾」 毎週土曜日 午後 2時～5時 
 

 今年度はゆっくりスタートだった阿見いばきら塾。事務的な事情と会場の都合により、 

５月開室となりました。進級・進学してから 1ヶ月経ち、久し振りに会った子ども達は、皆 

背も伸び、表情もちょっと大人びて見えましたが、みんな元気そうで嬉しかったです。 

 今は兄弟姉妹で通って来る子ども達も増えて、小学１年生が２人になりました。 

「よく学び、よく遊べ」を絵に描いたような２人。一生懸命勉強していても、そこはまだ１年生。 

長時間座っているのはきついので、学ボラさんの方で勉強と休憩をうまく調整してもらいながら 

やっています。 

 また今月から、しばらくお休みしていた「百マス計算」も復活しました。小学生組がそろそろ 

「終了モード」になってくる４時半頃にスタートし、タイムを測ります。参加するのはほとんど 

小学生ですが、「復習」のつもりで加わる中学生もいます。 

「タイムを測る」と言うと、他の子との「競争」だと考える子もいますが、競争ではなく、 

タイムは自分自身の理解の目安、繰り返す事で基礎的な計算力が付いていく事を、その都度伝え、

さらに一番最後までがんばった子には、みんなが「がんばったね！」と声をかけます。 

声をかけられた子も周りにいる子も「ここならゆっくりじっくりやって大丈夫」と思ってくれて、

「ちょっと自信がなくても心配する事ないや」と安心して顔を上げてくれたら、そしてそれぞれの

ペースで学んでいけたら、と思っています。          

（阿見いばきら塾スタッフ K・H） 

 

美浦「いばきら塾」 毎週土曜日 午前 9時半～12時半 
 

 美浦いばきら塾での、最近のトピックスです。 

中２の生徒二人が、それぞれの学習の合間に、「日本の都道 

府県、県庁所在地」を学んでいます。 

 学びボランティアさんが用意してくれたプリントに、都

道府県名と県庁所在地を調べて記入します。 

 Ａくんの調べた東北地方のプリントには、青森県の青森

市に「りんご」の絵が、岩手県の盛岡市には「わんこそば」、

宮城県の仙台市には「七夕」の絵が描かれています。秋田

県の秋田市にはかわいい？なまはげの絵が描かれています。 

都道府県それぞれの特徴を覚えると、イメージしやすく覚

えやすいのでしょうね。 

 Ｂくんの調べた関東地方のプリントには、茨城県の水戸

市には納豆の絵が、栃木県の宇都宮市には餃子の絵が描か

れています。都道府県のそれぞれの美味しい特産品を調べ

ることもまた楽しい。 

 知っていることや学んだことの話題を話したり、名称や

絵を描いたり、実際に訪れる機会があれば都道府県しっかり覚えられそうですね。 

 「塾でしっかり夏休みの宿題をやってしまおう。」と、計画をたてている生徒もいました。 

 その調子、がんばってくださいね。 

                           （美浦いばきら塾スタッフ C・M） 



カンボジア支援     

 

カンボジア支援は、みらネット立ち上げから 2 年後の 2002 年から開始した。 

当時の正会員の方が転勤でカンボジアに着任した直後、「飲み水は泥の雨水を飲んでいて子どもた

ちの育つ環境が劣悪、何とか子どもたちへ支援ができないだろうか」 

 

時々「世界にはしんどい子どもたちがどこにでもいる。 

その中どうしてカンボジアになったのか？」と問われるが、 

こたえは「縁なのだ。」 

                                   

とにかく、カンボジア支援は、沢山の人々の手助けで今日まで              

やってこられた。ここ 3 年間の支援を写真と共に振り返ってみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アンコール遺跡からトゥクトゥクという乗り物で 60分ほど農村地帯にいくと突如としてゴミ集積

所がある。支援当時は誰でもこのゴミ山に入る事が出来たが、世界各国から来た観光客が SNS 等

でゴミ山を発信していく事を政府が懸念し、今はゴミ山に立ち入りするのにカンボジア政府の許可

証が必要となった。当団体は、毎年地元の方々が事前に政府許可を申請してくれ支援ができている。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミ山の子どもたちは、裸や裸足だったりして  子どもたちが何より必要とし又喜んでくれる 

いるのに支援をしている私たちは、マスクをし  文房具セットだ。「何が入っているのかな」と 

ている。不甲斐ないが臭いで気分が悪くなって  その場で中を見て「ありがとう！」と手を振っ 

しまう。子どもたちは此処で生き暮らしている。  てくれる。学べる事その事が当たり前ではない 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      路上生活をしている子どもたちだ。 

カンボジアで、５歳まで生きるのは、

大変な事なのだ。どうか来年もこの子

たちに会えます様に心から願い祈る。 

 

28 年度 29 年度カンボジア支援物資 

自転車（日本の中古自転車を現地にて購入）合計 120 台を通学に徒歩 60 分から 120 分かかる村

の学校に寄付。28 年度はつくば市の沼尻産業株式会社様より自転車寄付の協力を頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車寄贈の時、カンボジア州知事,職員（県教育委員長役職）の方々が待っていて大きな扱いに驚

いた事が印象的だった。今年この村の近くを支援で通ったら、みらネットシールを貼った赤い自転

車を乗っている子どもたちを見かけ、1 台 40 ドルの自転車が今も役立っている事を確認できた。 

 

2 年間で文房具セット 1100 セット    

お菓子セット     1200 セット 

小学校制服、サッカーボール、かばん等 

 

その他、 

アンコールワットから車で 1 時間半ほど 

行ったリャンポン村のリャンポン小学校へ 

ノート 500 冊、ボールペン 1200 本 

教科書 120 冊、教室用マーカー48 本、 

お菓子セット 240 セット、大縄跳び、 

カバン、教室用ホワイトボード３台等々 

（ホワイトボードは、龍ケ崎市の飯野満様より寄付頂きました） 

 

リャンポン小学校の３教室 ☞ 

日本から持ち込んだスライム材料を使い、 

この教室で子どもたちに授業をした。子ども 

たちがすごく喜び教師の方々に作り方伝授。 



                     一昨年この学校を訪ねた時、教室の片隅にあった物 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床は赤土、壁はない。雨期の時はドロドロ     雨水をろ過しバケツにためて飲み水にしていた。 

となる教室ですが、子どもたち元気元気!(^^)!   今年、この学校に井戸を寄付することが出来たよ 

 

ここが、子どもたちの給食を作る調理場だ。  井戸は、ポンプや工事費合わせて＄500 だった。 

周りに薪枝があり、真ん中にカマドがある。   当初は、調理場の脇に設置したかったのだが 

この調理場がもっと便利にならないだろうか… 水脈が悪く,かなり離れたところに井戸を無事設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが行くと、妹や弟の 

手をひいて、遠くから裸足 

で駆け寄って来てくれる。 

 

赤い大地に、 

本当にどこまでも続く 

青い空に白い雲 

 

ありきたりの言葉だけど 

ほんとだし、これ以上の 

表現はみつからない。 

 

来年も「会いたい！」 



この写真 

の作成者 

不明な作

成者  は 

CC BY 

のライセ

ンスを許

諾されて

います 

いろいろなお知らせ＆募集 
【今から考え探します】 

2022年 18歳で成人となります。 

今中学２年生の子どもたちが、保護 

者の確認なくカードを作る事ができ、 

契約もできるのです。とても心配です。 

 

そしてもう一つ心配なのが、成人式です。 

着物きたいよね…多分。でも着たいとは云わな

い子どもたちです。今までは、非課税や生活保

護世帯の子どもたちは高校卒業してから社会人

になって成人式に向けてお金を貯め自分で振袖

を用意できる時間があった。が、この子たちは

高校在学中に成人式を迎える。制服も準備が難

しいこの子たちの成人式を無事迎えさせてあげ

たい。こういう子どもたちに、毎年貸振袖と着

付祝いをプレゼントできる仕組みを作りたい。 

【子ども食堂のお知らせ】 

毎週火曜日と木曜日実施しています。 
お野菜を届けて下さる方 

お肉をずっと届けて下さる方 

調理ボランティアに来て下さる方 

手紙や寄付でここを応援して下さる方        

                    

ありがとうございます。 
今回、献立を紙面で紹介できませんでした。 

毎回、献立を楽しみにしている方、ごめんなさい。 

生活困窮者世帯の子ども学習支援事業とは、 

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をして下さる

方を本当に募集しています！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。 
(龍ケ崎市は軽食支援ボランティアも募集中です) 
 

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（美浦）         ９:３0〜開始 

◇毎週土曜日（阿見）        1４：０0〜開始 

ii 場所「みらサポ」こども募集 
色々な事情を抱えた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  1５:０0～20:30 

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） 

******************************************** 

「あそびボランティア」 

大大大大募集！ 

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 

子ども支援を継続してく為には、正会員を増やし

認定 NPO を取得しなければと思います。是非正

会員になって協力して下さい！お願いします！ 

只今、正会員８３名 認定申請100人～です。 

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。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、下記口座へお願い致します。 

   郵便 00190  7  565818 

   ＮＧＯ未来の子どもネットワーク 

   ◇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、電話対応は、 

平日 12 時～16 時半までとなります。 

土日祝日は、お休みとなります。 

（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:info@miranet.or.jp   

HP:http://miranet.or.jp/ 

HP で塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。 

日々の活動がわかるブログをお時間があれば見てく

ださい。 

Mail と HPが変わりました 
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