
  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 

   

  

 

  

2019 年 2月 3月 4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 
 

 

大型連休中みらサポスタッフは、海外の子ども支援に 4 月 

24 日出発しました。残留組スタッフは、給食のない連休中 

子どもたちの家にお米やお菓子こどもでも直ぐに食べられる 

レトルト食品等を届ける「子ども宅食配」を 2 回行いました。 

 
 

子どもたちへの支援にと、物資・寄付をくださった方々個人 企業・団体  順不同です。 
 

 

内田  真 様    塚本 友美 様   三戸 峰代  様    鹿島 睦美  様   宮本 てる江  様 
大内  篁 様    小方 勝道  様    吉田 瑞枝  様  広居 順子  様   金丸 ミドリ  様  
齋藤  繁 様    大貝 隆一 様    山崎 雅昭  様   塚本 勝子  様    結束 久美子  様 
斉藤  猛 様   木元 清隆 様    渡部 紘志  様  千勝 君子  様    小林 千恵子  様 
鈴木  隆 様    國枝 光子 様    會田 定彦  様  結城 明子  様    鈴木 新太郎  様 
寺田 遼 様    小林 伸光 様    佐藤 和子  様    志村 千草  様    西村 てる子 様 
所 洋子 様    鴻巣 和子  様    吉岡 夏樹  様    吉岡 行雄  様    若松 あや子  様 
根本 彰  様   河合 直之  様    榎本 紀子  様  友信 勝美  様   片岡 かづえ 様 
岩澤 信 様    坪井 隆典 様    福島 有美 様  滝本 朋恵  様   大竹 けい子 様 
高田  懋 様   坂入 秀夫  様   木村 健一  様   子安 京子 様    伊藤 眞理子  様 
飯野 満 様    湯原 秀一 様  近藤 和子 様    深澤 幸子 様  白坂 美由子 様 
横田 守 様       吉川 潤子 様     山口 凌河  様  藤本 歌子  様    北澤 志奈夫 様 
関野 敏夫様     山田 千恵 様    中村 照子  様    佐藤 弥生  様   並木 ハル子   様 
小泉 正博 様    石引 大介  様   上野 悦子  様    山本 智恵 様  てらしまさとみ   様 

    鈴木 章男  様  内藤 講平  様   黒澤 友貴  様   取手市  西村 様   せきゆういち 様 
    つくば市今関様    龍ケ崎市西谷  様     龍ケ崎市宮本  様    阿見町野木    様    あまおしげる    様 
   尾形 実保 様  内藤 精一  様  龍ケ崎市永井 様                     佐倉 徳朱子 様 

 

取手ライオンズの皆様いつも心温まるご支援を「ありがとうございます。」 

浅月明法様 大谷ひとみ様 染谷武志様 根元正卓様 栗屋 勲様 中村 貴様 

     

㈱クーロンヌジャポン  様    女化神社様  萬年喜鮨様 もみの木様     cafe＊maru (横芝) 様 

株式会社  染野屋 様    マルシェ伊藤様           クレッセント様         取手ライオンズクラブ様 
茨城県更生保護協会様  アマンブリ 高倉様   龍ケ崎市学校保健会 様      ラブ＆リー農園  糸永員偉様 
有限会社 平和堂書店 様     株式会社 ワンズハウジング  様        森のきのこ 栗原友香 様 
阿見町ボランティア連絡会 様    ヘアーサロン和 原田 様 有坂   様      （株）ヤマ建設   染谷武志 様 
NPO 法人フードバンク茨城 様   龍ケ崎地区更生保護女性会一同 様    ふじなわ歯科医院 藤縄弘 様 

通学路の安全を守る会 稲川誠一様    明治安田生命保険相互会社龍ケ崎・つくば様             城ノ内小学校教職員一同   様 

ライオンズクラブ国際協会 333E 地区様        平野精肉店助川潔様                         リスカ株式会社武藤則夫様 

         
 新しく正会員になってくださった方々です。ありがとうございました。   順不同です 
 
 
 

埴田 エリ 様 金田 博高 様 西川 美里 様 増野 圭介 様 黒澤 友貴 様 佐々木孝子様 

 奥田 和代   様  岩井 岳 様 岡田 佳子 様 矢口由利江様 

 

 

 



 

子どもの  場所みらサポ 毎週火曜日と木曜日午後３時～８時半  現在の生徒・児童数４０名 

                     保護者も皆無料食堂午後 6 時 45 分～   木曜日は、午後 7 時半～体育館 

その他季節イベント、遠足、何でも持ってっていいよ day、出張床屋さん、夏休み冬休み子ども宅食配等々今年で 6年目 

 

ここは、３歳から１８歳までの子どもたちの居場所。なので、支援も多様です。特

に春は、卒業や進学、新学期の準備、特に保育園の支援は大変です。 

年少さんから年中さんになる為の支度等は、スタッフ皆とぉ～いとぉ～い昔の

事なので、記憶の底をひっくり返し、思い出しながらの支援です。（^^） 

 

①引っ越しをする。 

中学からこの居場所に来ていた子が、今年無事高校を卒業して社会人になりました。 

この通信を読んで下さっている皆様から、タンス、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、お布団、食器等々 

ありとあらゆる一人暮らしを始めるには十二分な所帯道具のご寄付やエールを頂き、無事一人暮らし

を始める事が出来ました事、改めて感謝申し上げます。「ありがとうございました。」 

 

スタッフ（通称ちょびさん）が、お休みの時に車を出して龍ケ崎から都内まで引っ越しをしてくれまし

た。彼がこれから先、生きて行く時に困ったことや悩んだりした時には、居場所での皆と過ごした時間

を思い出して独りじゃなかった事、多くの方々のご支援やエールを頂いた気持ちを忘れず、これから

の人生を、今日のこの空の様に気持ちよく楽しく生きていって欲しいと願った日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ちょびさん、いつも仕事が忙しくて、しかも常に休息不足。 

そんな中、休日にトラックを運転し都内まで行って下さり「ありがとうございました。」 

 



②春休みのある１日 

午前中、つくば市「萬年喜鮨」の大将とお兄さんが、子どもたちにお鮨屋さんの卵焼きの焼き方を 

教えて下さいました。はじめは「え～出来ない・・・から・・・ 

やらない」と言って見ていた子どもたちですが・・・ 
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「いいよ、いいよ」と大将が言って下さり、 

自分で焼いた厚焼き卵を持ち帰りました。 

大将ありがとうございました！ 

 

子どもたちに、お兄さんが褒めて下さりながら丁寧に教えて 

下さいました。本当に「ありがたい」です。あらゆる事に、 

表向きは、臆病で、面倒くさがりで、投げやりで、自信がない 

子どもたちです。そこを、置いてけぼりにして、子どもたちの 

「出来ない～」と言う言葉に「うまいよ～！」と厚焼き卵焼き 

の経験が出来、子どもたちにとっては嬉しい１日となりました。 

ママに持って帰りたぁ～

い。 



卵焼きの後は、お墓参り 

 居場所の開設場所は、無料で借りています。 

                        此処は、元病院でした。でしたが、院長先生は突

然の事故で亡くなり閉院となりました。 

                        その後、院長先生の奥様が子どもたちにと、こ

の場所を無償で開放して下さいました。 

 

この場所を使わせて貰っている子どもたちは、

院長先生に会った事がありません。 

お彼岸やお盆などに、 

「つるちゃんパパのお墓参り行く人？～」 

（子どもたちは、会ったことない院長先生をつ

るちゃんパパ、そう呼んでいます。） 

と声を掛けると、何でも面倒くさがる子どもた

ちが、「行く行く～」と毎年お墓参りを楽しみに

しています。 

 

子どもたちの家は、祖父母や親族関係が希薄な

世帯が多く、それぞれにお墓参りを喜びます。季

節のお花を覚えたり、お線香の火の付け方を見

て覚えたり、「お水、どこに掛けるの？」「つるち

ゃんパパ、お水冷たくないの」 

子どもたちにとってお墓参りの何でも無い事で

も、この子たちとっては、おとなになって行く中

で、大切で貴重な経験となります。 

つるちゃんパパいつも賑やかですみません。 

③あれ？今日は、二人で食べているの？ 

３歳と５歳のふたりは、よくケンカします。 

そして、仲良く遊びもします。 

いつも、食事の時は高校生や中学生の 

お姉ちゃんや、子ども食堂のボランティアの 

方々と一緒に必ず食べています。 

だけど、今日は、なにやら秘密のお話が 

あるのだそうです。ふたりで。 

どんな秘密なのでしょうか？ 

「おちえな～い」と３歳の女の子。 

「皆にないしょ」と５歳の女の子。 

３歳の女の子の下着は、いつもゴムが伸びた 

７歳のお兄ちゃんのパンツをはいてます。 

５歳の女の子は、保育園の体操服や持ち物が 

もの凄く汚れて、時々臭います。 

お母さんたちは、頑張っています。私たちが出来ることは、して良いことは、なんでしょうか。 
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ランドセル BANK のお知らせとご報告 
 

使い終わったランドセルを寄付して下さい。 

 

子どもたちが 6 年間使ったランドセル、捨てるには勿体ない。 

「まだまだ新品みたい」「どこも壊れていない」「勿体ない」 

そんなランドセル、ありませんか？ 

未来の子どもネットワークでは、まだまだ使える勿体ない  

ランドセルと、ランドセルが必要な子どもたちをつなぎます。 

 

 

   

 

 

 
Q どんな子どもたちにつなぐの？     ・生活困窮者世帯の新 1 年生になる子どもたち 

                     ・日本に外国から引っ越してきた子どもたち 

 

Q ランドセルが必要な子どもたちは、   ・近隣の市町村転入窓口や福祉窓口に「あげます」 

どうやってその情報を知るの？       ポスターを 12 月になったら掲示します。 

 
3 月 26 日に常陽リビングにランドセル募集の記事が紹介され、 

63 名と 2 団体の方々から 108 個のランドセルを頂きました。 

郵送費ご負担してご寄付くださった多くの皆様に感謝いたします。 

今年、12 月になりましたら近隣市町村住民転入窓口等のご協力で 

「ランドセル無料で差しあげます。」ポスターを掲示し、皆様から 

預かりましたランドセルは、ランドセルを必要としている子どもたち 

へしっかりつなぎ手渡します。また、次回ランドセルの募集は、 

来年 3 月～3 月末まで実施いたしますので、宜しくお願いします。 
 

ランドセルをご寄付くださった方々（順不同です。） 

 

人見 真紀様   品田 英之様   門井 リナ様   石井ゆかり様   星 ヤス子様 

長嶋 聡美様   山崎 律子様   野口 淳子様   鈴木はる代様   林  里香 様 

吉田 昌子様   河本 聡子様   中井 明子様   小松崎 保様   髙橋  誠 様 

松本 研一様   岩永 律子様   吉田 文子様   杉浦知恵子様   下村  敦 様 

金丸 史子様   鈴木 敦子様   笠原 規恵様   山田久美子様   小浦  恵 様 

堀越 佳代様   木村 正夫様   ト部 清美様   小島みゆき様   いとうあやの様 

小野 典子様   天羽 美和様   風岡 智美様   磯山英美子様   長谷川真由美様 

櫻井 和子様   藤田 典子様   上野 悦子様   玉井とく江様   飯岡祐正/良徠様 

後藤 真紀様   中村 智江様   北村 佳代様   池田磨規歩様   箕浦秀明/恭子様 

遠藤 暁子様   渡邊 慎一様   三苫 祐子様   小林満智子様   斉藤様 

狩野 浩美様   高浜 史以様   瀬谷 卓志様   村口真紀子様   

石黒 陽子様   立桶 欧美様   砂田 晴香様   田代美枝子様   

木下 幸子様   染谷 武志様   久米 竜世様   斉賀知恵子様   

河合 美穂様  稲敷市教育委員会 PTA 連合協議会様  つくば市福祉団体等連絡する会様 

「ありがとう！ございました！」 



 

無料みら塾（龍ケ崎市）   本校：毎週月曜日と水曜日 午後 6 時～9時 現在の生徒・児童数 27 名 

分校：毎週木曜日         午後 5 時～8 時 現在の生徒・児童数  7 名 
 
 

4 月。みら塾の生徒 12 名、全員高校生になりました。 

3 月 5 日、高校入試。3 月 6 日、特色選抜試験。3 月 14 日、合格発表。 

今年はインフルエンザが大流行し、学級閉鎖になる学校もありました。みら塾もインフルエンザで

1 週間お休みにしました。 

全員合格するだろうとは思っていましたが、知らせがあるまではドキドキでした。はちきれんばか

りの本人の声、ホッとした声の保護者からの電話がとても嬉しかったです。塾へ報告に来てくれた生

徒もいました。これからは自分で進む道を決めて歩んでいってほしいと思います。 

 

 受験が終わった 3 月 6 日に、豚汁、おにぎりを作って

「受験お疲れ様会」を行いました。普段は子ども達と一緒

に勉強をしている学びボランティアさんが、馴れた手つき

で調理をしてくださいました。 

いちご、お菓子の差し入れもあり、寄付のノートなどは 3

年生へのプレゼントにしました。豚汁をお代わりする生徒

も多く、お米も 24 合炊いて全部なくなりました。 

 

 

４月になり、新しく入ってきた生徒もいて、みら塾はまた賑や

かになってきました。子ども達は、新しい学校、新しいクラスで

緊張していることでしょう。みら塾に来て、ちょっとホッとでき

るといいですね。 

 

            勉強の合間に生徒と夜桜見学 → 

            

 

 

学びボランティアのたか子さんにインタビューしました。 

① ボランティアを始められたきっかけは？ 

 市報を見て、協力したいと思いました。 

② 子ども達に関わってどうですか？ 

 無料塾が始まった時で、子ども達の中には生活が大変で学習に集中できない子どももいました。

その後、みらサポとみら塾に分かれたので、塾は学習に集中できるようになりました。子どもの

生活環境を整えることは大事だと痛感しています。 

  

たか子さんは無料塾が始まった 2014 年から関わってくださっています。TT 教員として長く小学

校に勤務され、洋服製作もじょうずなたか子さん。子ども達に学習の仕方も話していただいたので参

考になりました。4 月から 2 年間の予定で、ご主人と一緒に釜石へいらっしゃいました。2 年後、ま

たみら塾へ来ていただけるのをお待ちしています。                            

（無料みら塾スタッフ R・M） 

 



いば☆きら塾 美浦 

 

 いば☆きら塾美浦に新しく小学生（小６）が入塾しました。中学生・高校生たちと一緒に学習カルタや双六

をしたり、そしてまた学び時間には宿題をしたりしています。毎回、宿題やらプリントやら持参してきて取り

組んでいます。 

学びボランティアのＫさんと真剣に勉強をしていますね！と見え

るでしょう（笑）違うのです。実は、内緒の話、それも内緒のいたず

らの話をしているのです。 

「小学校におやつを持って行って食べた、でもばれて怒られた。」

「プリントを全部やるのがたいへんだから１枚目と最後をやって終

わった！と親に言っていたけれど、ばれて怒られた。」いろいろな

いたずらの話をＫさんには教えてくれるのですね。和気あいあい

でとても愉しそう。 

 

 子どものいたずらは「脳を育て

るチャンス」らしいです。親や先生

の様子を見ながら、おとなの目を

かすめて行動していますね。 

 こちらは「ロジカルルートパズル」をしています。もう１時間も集中して

「おもしろい！」って。どんどんレベルもアップしています。持参したプリント

の問題は、ただもう仕方なく書いている様子でしたが、このパズルは休憩

時間も止めず夢中でやっていました。ううむ、小学生これまた無限な可能

性☆（美浦いば☆きらスタッフＣ） 

 

いば☆きら塾  阿見 

 

木々の緑も濃くなり、過ごしやすい季節になってきました。４月に進学・進級したみんなも新しい環境に早く

馴染もうと頑張っています。 

いばきら塾も今年度から学習支援だけではない新しい役割も担う事になり、その試みの一つとして、午前

午後の 2部制になった日に、食育も兼ねた調理実習を行う予定です。そのリハーサルの意味も含めて、3月

最後の 2 部制の日に初の調理実習をしました。メニューは焼きそば・フレンチトースト・サラダ。 

強制ではなく、勉強をしていたい子はいつも通りにいつもの部屋で勉強をして、お料理したい、お手伝いし

てもいいよ、と手を挙げてくれた子ども達６人と、調理実習担当のおとな３人が一緒に作る事になりました。

エプロン・マスク・三角巾で身支度し、手もきれいに洗って準備完了。 

初めての調理室なので、調理器具をそろえるだけでも何だか楽しそうでした。 

子ども２人とおとな１人でグループになり、担当のメニューを決めて、いざ調理開始！真剣な表情で包丁を

握り、きゅうりやキャベツ、パンを切ったり、大量の焼きそばを教えてもらいながら炒めたり・・・「上手に切れ

るね」「家でもお手伝いするよ」会話もいつもとちょっと違って、子どももおとなもお互いに、勉強している

時とはまた違った面を見る事が出来たようです。作った料理はみんなで一緒においしくいただきました。 

 
 

 

 



ii 場所・みらサポ ２・３・４月の子ども食堂 
下記以外にも、学習支援で軽食を毎週月・水、また月４回の土曜日に提供しています。 

２月のメニュー 

５日（火）煮魚がおいしいね 
煮魚・ふかし芋・カボチャの煮物 

ピーマンの塩昆布炒め 

小松菜と油揚げの煮びたし 

白菜とネギと油揚げのお味噌汁 

ミニトマト入りフルーツゼリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

７日（木）野菜がいっぱい 
ピーマンのポン酢和え 

大根と人参と厚揚げの煮物 

麻婆丼＊小松菜のナムル風 

おかかのせ厚揚げステーキ 

ブロッコリーと人参のサラダ 

小松菜とジャガイモのお味噌汁 

リンゴの甘煮・みかんとお饅頭 

 

１２日（火）具だくさんだ 
キャベツと卵の中華炒め 

具だくさん豚汁うどん 

さつまいもの甘煮 

水ようかん 

 

１４日 皆が大好きな唐揚げ 
野菜たっぷりサラダ・鶏の唐揚げ 

具だくさんお味噌汁・紅大根 

ネギのチーズ焼き紅 

 
 

 

 

 

 

 

 

１９日（火）けんちんそば 
ほうれん草とツナの和え物 

きゅうり古漬けおかか和え 

ふかし芋・しょう油マヨ餅 

おそばけんちん汁・酒饅頭 

唐揚げ・ジャガバター 

 

２１日（木）お肉だよ！ 
ミニメンチカツ・自家製梅干し 

ピーマンツナの炒め物・お芋 

ブロッコリーのサラダ・煮豆 

大根と白菜とネギのお味噌汁 
 

２６日（火） 

今日は、お弁当にしてみた。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

２８日（木）春のご飯だね 
ちらし寿司・焼き魚と煮魚 

キャベツ人参とコーンカニサラダ 

里芋とネギと油揚げのお味噌汁  

ひなあられ 
 

初めて社会人になる高校三年生の子の卒業式に間に合うように

と、忙しいスケジュール中、出張床屋さんが来てくれました。 

高校生のお母さんは、「きちんとした格好で卒業式を迎えられま

す、ありがとうございます」と喜んでおられました。 

いつも、やんちゃな子どもたちに対し、にこやかに接して下さる 

ヘアーサロン和の原田様、有坂様には、本当に感謝いたします。 

 



３月のメニュー 

 

４日（木）にんじんのご飯？ 
 
にんじんご飯 

クリームシチュー 

ピーマンとツナの 

炒め物 

ジャガイモと 

ゆで卵のサラダ 

９日（火）うずらの卵 
チャーハン・チンジャオロース 

ジャガイモの煮っころがし 

うずらの卵・カステラ 

ワカメとネギのスープ 

いちごジャムで作った寒天ゼリー 

 

１１日（木） 
 

具だくさん豚汁そうめん 

厚揚げステーキ＊唐揚げ 

取手市在住の方が、子ども

たちが大好きな美味しい

唐揚げをいつも沢山差し

入れして下さいます。 

ありがとうございます。 

１６日（火） 
ハヤシライス 

キャベツとキュウリの浅漬け 

白菜の浅漬け＊小松菜のおひたし 

あんかけ玉子とじ＊春菊のごま和え 

焼き芋＊大福 

 

カレーじゃないよ！ 

ハヤシだよ。 

18日（木）初筍だったね 
筍の煮物＊ピーマンの肉詰め 

ピーマンにんじんサバ缶の炒

め物白菜のサラダ＊お味噌汁 

 

２３日（火） 

 

 

 

 
野菜たっぷりお味噌汁 

お肉もたっぷり野菜炒め 
キャベツコーンコールスローサラダ 

ちくわぶのきな粉餅風とあんころ餅 

５日（火）カツカレーだよ。 
カツカレーとんかつ・焼き芋 

ゆで卵がごろっとポテトサラダ 

さつまいものあっさり甘煮♡ 

 

７日（木）皆大好きお肉 

 
豚肉の生姜焼き 

厚揚げと野菜の煮物 

青菜の和え物２種麻婆豆腐 

里芋とネギと油揚げのお味噌汁 

１２日（火） 
炊き込みご飯と白いご飯 

野菜玉子とじ/ブロッコリーサラダ

豚汁・粒あんこしあんのあんころ餅  

フルーツポンチはっさく・バナナ 

 

１４日（木）ホワイトデー 
豚肉と野菜のみそ風味炒め 

焼きネギのポン酢漬け 

青菜のしょう油おかか和え 

トマトとブロッコリーのサラダ 

差し入れの唐揚げ＊焼き芋 

ネギ白菜大根のお味噌汁  ポッキ

ー 

１９日（火） 
五目炊き込みご飯 

ポテトサラダ＊ミニメンチカツ 

とんかつ＊のらぼう菜のしょう油和

え刻みキャベツ 

チョコレートとくるみ入り 2種類 

ビッグマフィン＊アイスクリーム 

 

２１日（木）祭日でお休み 

 

２６日（火）卵とお肉コラボ 
親子丼＊のらぼう菜の塩昆布和え 

ブロッコリー＊のらぼう菜韓国のり

和からし菜サバ水煮缶のマヨネーズ

和え 

白菜とネギのお味噌汁 

にんじんしりしり 

 

２８日（木）  
 

 

青菜のお浸し 

厚揚げステーキ 

肉豆腐丼 

かきたま汁 

お赤飯白玉入り 

フルーツポンチ 

ほうじ茶ラテプリン 

４月のメニュー 
２日（火） 

 

 

野菜炒め 

里芋の煮っころがし 

具だくさん味噌汁 

カスタードプリン 



いろいろなお知らせ 
6 月・7 月・8 月の学び＆居場所のお知らせ 

 

ひとり一人の子どもたちの学びにマンツーマンで寄り添う学習支援の場です。 

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業  

6月 7月 8月のお休みです。      

「無料みら塾」 月曜と水曜 18:00〜21:00 木曜 17:00〜20:00  

                                                                     7/15 ,8/12 ,8/14 ,8/15 

阿見「いばきら塾」土曜日 14:00～17:00  6/29, 8/10, 8/17 

美浦「いばきら塾」土曜日  9:30～12:30   7/13 , 8/31  

 

  子どもたちの未来をサポートする子どもの居場所「ii 場所・みらサポ」無料子ども食堂 

          毎週火曜日と木曜日 １５：００〜２０：３０実施しています。 

6月 7月 8月のお休みは、   ８月１３日と８月１５日がお休みです。 

宿題・遊び・寝る なんでもありの居場所です。 

希望される方は、子どもたちの送迎も無料です。勿論お家の方の食事も無料です。 

定時制高校の子どもたちにとって「行ってきます」の場所となり、小学校・中学 

校や全日制高校の子どもたちにとって「ただいま」の場所である居場所です。 

 

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！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・水曜/木曜（龍ケ崎）  18：00/17：00〜開始 

◇毎週土曜日（美浦）        ９：３0〜開始 

◇毎週土曜日（阿見）          14：00〜開始 

i i 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無料で食事が 

できる「無料子ども食堂」も実施しています。 

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 

現在、認定 NP０申請時必要書類作成奮闘中です！子

どもたちを応援して下さる皆様に少しでも早く税制

上の優遇措置が受けられます様にしたいです。 

正会員・賛助会員になって応援して下さる方、 

寄付をしてくださる方、お手数をお掛け致しますが、

下記口座へ宜しくお願い致します。 

 

郵便 00190  7  565818 

  ＮＧＯ未来の子どもネットワーク 

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、平日 12 時～16 時半まで開局しています。 

それ以外の時間と、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   

H  P : http://miranet.or.jp/ 

 

HPで塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。 

日々の活動ブログをお時間があれば見てください。 

 

mailto:info@miranet.or.jp
http://miranet.or.jp/

