
活動報告（2015 年 9 月～2016年 8 月） 

委託事業（特別教育支援、いばきら、無料塾、みら塾、みらサポ）除く 

月   日 内       容 場   所 

9 月   

11（金） 

       ～ 

13 日（日） 

貧困の中でおとなになる子どもたち写真展＆チャリティー会 

 

カンボジアの子どもたちの写真展 

途上国だけでなく日本の子どもたち 

無料塾の子どもたち状況報告 

カンボジアグッズチャリティー 

つくばイオンモール 

 

 

10 月   23 日（金） 

開催中止※ 

いばらき赤い羽根フォーラム 2015 

地域の課題解決に向けて報告（かさいひろこ） 

茨城県 

総合福祉会館 

26 日（月） 茨城県更生保護女性連盟 愛の募金贈呈式典出席（林）  

29 日（木） ハロウィーン会協力（いばら喜大家の会） 無料塾開催場所 

11 月   9 日（月） 子どもの貧困対策に関する計画策定に係る意見交換会 茨城県庁 

18 日（水） 茨城県６市２町児童委員研修    

26 日（木） 子どもの貧困について研修会 報告登壇 水戸社協 

28 日（土） 

 

「しんどい思いの子どもたちに私たちができること」 

講師（かさいひろこ） 

つくば市民大学 

28 日（土） いばら喜大家の会 報告（かさいひろこ） つくばセンタービル 

12 月   1 日（火） 稲敷市社会福祉課見学＆相談 事務局 

２日（水） 健康福祉部 相談 龍ケ崎市市役所 

５日（土） 特別教育支援支援員あれやこれや会 事務局 

22 日（火） 無料塾クリスマス会 無料塾開催場所 

1 月   14 日（木） 茨城県子ども課 相談 茨城県庁 

15 日（金） 地域づくりを考える情報交換会・勉強会 

「未来の子どもネットワーク」の活動報告（かさいひろ

こ） 

つくば市「くきの里サ

テライト」 

21 日（木） 笠間更生保護女性会研修会 笠間 

24 日（日） 2015 年度臨時総会 事務局 

25 日（月） 茨城県子ども課 相談 茨城県庁 

27 日（水） 

 

青少年育成支援機関に関するブロック連携会議 

（北海道・東北ブロック）参加（かさいひろこ） 

アイーナいわて 

県民情報交流センター

（盛岡） 

28 日（木） 利根町民生委員研修会 講師（かさいひろこ） 利根町 

2 月    1 日（月） いばらきラジオ収録 10（水）放送 IBS いばらき放送 

16 日（火） 沼尻産業挨拶 つくば市 

17 日（水） 

 

牛久市市役所会議 

無料塾（子どもの貧困）説明（かさいひろこ） 

龍ヶ崎市サポートセン

ター 

2 月   19 日（金） 

 

内閣府主催  

青少年育成支援機関に関するブロック連携会議 

（関東甲信越静ブロック）子どもの貧困について  

コーディネーター（かさいひろこ） 

茨城県立 

青少年会館 

22 日（月） 研修  

23 日（火） 取材 事務局 

23 日（火） 土浦社協打ち合わせ 事務局 

24 日（水） 阿見社協 相談 事務局 

25 日（木） 土浦民生委員、社協研修 無料塾 

28 日（日） 

 

NPO 法人えじそんくらぶ 茨城「ハナミズキ」主催 

～親も支援者もともに学ぼう～ 講演会 

牛久市中央生涯学習セ

ンター 

3 月   ９日（水） 阿見社協打ち合わせ 事務局 

10 日（木） 市役所打ち合わせ 立ち合い（牧志） 龍ヶ崎市市役所 

14 日（月） いばきらプロポーザル提出 茨城県庁 



15 日（火） サポート会議 龍ヶ崎小学校 

16 日（水） 事例発表 

福祉コミュニティ作り推進の集い 茨城県社協 

水戸市フェリヴェール

サンシャイン 

18 日（金） 入札 龍ヶ崎市役所 

23 日（火）

AM 

 

生活困窮者世帯の子どもの学習支援事業「いば・きら塾」 

実施報告（かさいひろこ） 

茨城県庁 

23 日（火）

PM 

茨城県職員生活保護担当者研修 講師（かさいひろこ） 水戸健康環境センター 

27 日（日） 卒業おめでとう会 萬年喜鮨さん 無料塾 

27 日（日） 理事会 無料塾 

28 日（月） 研修会  

29 日（火） 特別教育支援・支援員あれやこれや会 事務局 

31 日（木） 茨城県南主任児童委員会会長来局 事務局 

4 月   12 日（火） 主任児童委員無料塾見学視察 無料塾開催場所 

4 月 27 日（水）～ 

5 月 4 日（水） 

海外貧困子ども支援 （自転車、文房具、衣類、食品提

供） 

（参加者１２名） 

カンボジア 

シェムリアップ 

20 日（金） 龍ヶ崎市民生委員児童委員連合協議会 

第 1 回主任児童部会議 研修講師（かさいひろこ） 

龍ヶ崎市地域福祉会館 

29 日（日） いばらき協同集会 in 水戸 

子ども、若者、高齢者の困窮問題に向きあうまちづくり 

登壇（かさいひろこ） 

茨城県民文化センター 

6 月    1 日（水） 取材（茨城新聞） 事務局他 

３日（金） ひたちなか市連合民生委員児童委員協議会（35 名） 

研修視察 講師（かさいひろこ） 

みらサポ 

７日（火） 会議 サポートセンター 

15 日（水） 会議 サポートセンター 

16 日（木） 講演 講師（かさいひろこ） 利根町もえぎ野 

17 日（金） 特別教育支援・支援員相談 愛宕中 

20 日（月） 稲敷市生活福祉課見学視察（5 名） みら塾開催場所 

24 日（金） NHK 水戸取材 事務局 

26 日（日） 特別教育支援・支援員 あれやこれや会 事務局 

7 月     1 日（金） 県南・南地区主任児童委員連絡会 研修会 

講師（かさいひろこ） 

取手市グリーンスポー

ツセンター 

2 日（土） 夏祭り会議 事務局 

4 日（月）AM 会議 サポートセンター 

4 日（月）PM サポート会議 城西中学校 

12 日（火）  茨城県庁 

13 日（水） 不登校会議 龍ヶ崎西小学校 

14 日（木）AM つくば市社会福祉協議会加盟のボランティア団体 つくば子どもと教育相

談センター 

14 日（木）PM 支援家庭相談対応 事務局 

15 日（金） 日立市福祉課  

16 日（土） 前期講座「子どもの貧困問題」県内におけるその実態と

は 

講師（かさいひろこ） 

つくば市竹園交流セン

ター 

19 日（火） 牛久市役所子ども食堂見学 みらサポ 

26 日（火） 取材（NHK 水戸） みらサポ 

27 日（水） アウトリーチ 支援家庭 

28 日（木） 取材（NHK 水戸） みらサポ 

29 日（金） 面談 事務局 

8 月    1 日（月） 常陸太田市福祉課 常陸太田市役所 



8 日（月） 学習支援事業実施機関連携会議 

学習支援事業実施報告（かさいひろこ） 

茨城県総合福祉会館 

9 日（火） 社会福祉協議会 龍ケ崎市福祉会館 

10 日（水） 会議 龍ヶ崎小学校 

19 日（水） パネルディスカッション「どうやって学習支援を広めて

いくのか」パネラー（かさいひろこ） 

茨城県総合福祉会館 

23 日（火） 生活困窮者自立支援制度連絡会議 

事例発表（かさいひろこ） 

茨城県総合福祉会館 

コミュニティホール 

24 日（水） 水戸コモンズ 子どもの貧困会議  

28 日（日） みらネット夏祭り みらサポ・みら塾 

 

 

 

 

 

 

今年もたくさん方々

の協力があって、みら

ネットの事業が出来

ました。ありがとうご

ざいました。感謝！ 


