
     

 

                                                     

 
       

 

2019年 8月 9月 10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 
 

 

8 月 9月 10月、子どもたちには何があって、何をしたかな？ 

もう冬だと言うのに夏の頃の子どもたちの様子を思い出しながら 

スタッフが日々の出来事を書いています。それぞれに着目する箇所 

は違いますが、生きて行くには大変な環境で生まれてきた子どもた

が、時にやんちゃだけど元気に健やかに育っている事が、この居場

所や学び場を応援してくださっている皆に伝わるといいなです。 

 

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

 
内田 真 様    大貝 隆一 様   三戸 峰代  様    小林 伸光  様   金丸 ミドリ  様 
鈴木 努 様    黒澤 友貴 様    藤本 歌子  様  吉田 瑞恵  様   佐藤 よし子  様  
齋藤  繁 様    植竹  栄寿 様    山崎 雅昭  様   吉田 和子  様    結束 久美子  様 
斉藤  猛 様   坂入 秀夫 様    渡部 紘志  様  田中 晴子  様    小林 千恵子  様 
北前 博 様    吉川 潤子 様    會田 定彦  様  滝本 朋恵  様    鈴木 新太郎  様 
橋詰 昌 様    志村  千草 様    清水 昌子  様    岩井 圭子  様    大野 美智子 様 
二宮 勇 様    鴻巣  和子 様    吉岡 夏樹  様    大野 卓男  様    若松 あや子  様 
高野 真  様   成島 経夫 様    伊藤 卓世  様  大貫 富江  様   松尾 ひでと 様 
岩沢 信 様    坪井  隆典 様    片山 素子 様  近藤 和子  様   石塚 さちよ 様 
中島 勉 様   佐藤  和子 様   根本 久代  様   白井 直美 様    松本 智恵子 様 
飯野 満 様    山田  まよ 様  瀧澤 鈴歌 様    埴田 エリ 様  徳丸 美知子 様 
大内 篁 様       木村 健治 様     倉松 絹子  様  塚本 勝子  様    相澤 まち子 様 
林  ゆみ様    長澤  博子 様     内田 綾乃  様    塚本 順一  様       佐々木すみ江      様 
所  洋子様    金森  章子     様   篠崎 利子 様   桑原 史子     様     矢尾板 康江   様 
山口  弥生      様    子安 啓一 様   中島      恵子  様          筑紫 裕子 様    庄司 浩子          様  
横瀬  国生様   中村 朝子 様    北前様        菊池様       くろさわ   様         大野 順子  様 
オグラナオコ    様  ナカガワトシユキ様    久保田      様    荒川沖      宮本様        田口 厚子  様 

 

石垣 太郎      様 毎年季節になると果物を産地から送ってくださり「ありがとうございます。」 
    

取手ライオンズの皆様  

今年最後の通信となりますが、今年も子どもたちへ心温まるご支援「ありがとうございました。」 

堤浩一郎様   藤縄 弘之様   根本 昌卓様   染谷 武志様   栗屋 勲 様     中村 貴     様 

堤歯科医院  藤縄歯科医院  矢羽根本家（株）     (株)ヤマ建設   栗屋司法行政書士事務所    （株）中村建硝 

 

㈱クーロンヌジャポン  様     実祝プランニング 十文字 様     「岩沢酒店」からあげ弁当  様     

株式会社  染 野 屋    様        大統寺 様          もみの木 様      妙行寺 様  クレッセント  様 
子ども食堂「れん」 高倉           様                 リスカ株式会社 武藤則夫   様    株式会社ニイタカつくば工場 様 
キリスト兄弟団竜ケ崎教会様     龍ケ崎市立八原小学校 PTA      様     宮本歯科医院           様 
阿見町ボランティア連絡会        様          有限会社 小林ランディック 様     龍ケ崎市市役所     様 
NPO法人フードバンク茨城様              ヘアーサロン和 原田 様 有坂      様   マルシェ伊藤        様 

（株）コウキ建設 根本健樹     様        守谷市民生委員児童委員あいだ     様   ヒガシホウの仲間     様 

健康サロン ローズガーデン          様        龍ケ崎地区更生保護女性会一同 様     幸楽のみなさん       様 

レディースサロン やすらぎ 端山礼子様    一般社団法人 竜ケ崎青年会議所          様    

明治安田生命保険相互会社 龍ケ崎様                      通学路の安全を守る会 稲川誠一  様    

社会福祉法人 春風と太陽 駅前こどもステーション様      （株）インチッタ宮本様 



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 
 

「ただいま～」と、 

この「みらサポ」という居場所に入ってくる子どもたち。 

「おかえり～」「今日のおやつは？」「手を洗ってからね」 

おやつを食べながら、皆で教えながら宿題を片づける。 

この子たちにとって、この居場所は家になっている。 

仲良く遊んでいるかと思うと、どこかでケンカが始まる 

この場所で今日仲良く遊び一緒にご飯を食べていても 

明日急に来なくなる子がいる。それっきり会えない子も 

いる。家族だと感じていても、やはり家族の様なのだ。 

私たちだけではどうにもならない、保護者の考え方が 

あり、ここに写っている子どもたちにも、各々の家には、 

それぞれに家の現実があり、日々難問題が発生している。 

                         

この子たちは兄弟である。いつもゲームから 

                        離れられないでいる。４歳になる妹もタブレット漬

けになりつつある。おやつを食べる為の手をゲ

ーム機から離せず、ゲームを止めさせようとす

ると、９歳の兄がキレる！そして口癖の様に「うる

せっぇ！めんどうくせぇ」のこの子たちが(O_O)

んん？今日はどうした？お手伝いしている？！ 

                        只今時刻は１８時、朝から何も食べてなくお腹 

                            が空いておやつをもっと食べたいと。ゲームを止

めてお手伝いをしたら夕食が早く食べられるよ

とスタッフの言葉に、珍しく反応した。 

                        学校を休んで食事がない家でゲーム三昧の 

                        ツケがこの子たちの未来につながらない様 

                        に、私たちの出来るつっかえ棒はなんだろうか。 

集まっている、やんちゃっ子がキッチンに集まっている。 

夕飯が待ちきれず、柏市から毎週ボランティアに来て 

くれている早苗ちゃんの傍を、離れようとしない。 

リンゴの端っこ、お新香の端っこ、夕飯に出てこない 

端っこを、片っ端から貰う目的で集まっているのだ。 

ここで、この様な時間を過ごす子どもたちの家々で 

は、ゆっくりとした時間はながれない、流れていない。 

子ども５人を育て母はフル回転で働いている。精神的 

にもう限界が来ている。合う度に涙を流す。子どもた 

もそれを解っていて家で大人しくここで言いたい放題 

しかしその言いたい放題が、これでいいのか？と思う 

言いたい放題の根っこがこれでいいのか？と考える。 



                       遊んでいる。やっと遊びだした、オレンジの風船で。 

                       学校や家や保育園等、ここを利用する子どもたち

の状況に合わせて、居場所送迎車で迎えに行く。      

今日、保育園に迎えに行ったら、脱走したのだ。 

「ママに会いたい」と、保育園をはだしで脱走した。

ママが休みの日は、保育園も居場所も来たくない。 

                       先日は、ここ居場所も脱走した。偶然この子が出て 

                       行くところを見ていた子が後をついてってくれた 

                       ので大事には至らなかったが、そうじゃなかったら

外はもう暗い。この子に、ママを追いかけて出て行

ってはだめだと諭す。「ママのおちごとちてるとこ

ろにいくの」母親の仕事場は知らないと言うこの

子。以前も母が居ない夜中に起き出して、家を出て

しまい警察に保護された。今度家から脱走して保護

されたら施設に行くことになる可能性が強いのだ。 

                       にーにが大好きでママが大好きなこの子が、この

家族といつまでも一緒に暮らせるように、今回の事 

                       も含めて、児童相談所に相談した。でもなぜだろう

相談するには、この子を含めた家族が幸せになっ

て欲しいと願う気持ちと、本当にこれでいいのだ

ろうかと考える不安と勇気がいるのはなぜだろう 

この子は、保育園から来て、この居場所に兄たちが 

居ないと泣き出す様になった。家族がもめている。 

傍で見ていて、子どもたちは、家の状況でこの様に 

心が動き、この様に不安になり、この様に泣くのか 

とつくづく感じる。その度に自分はどうだったろう 

か？自分は子どもに向合ってきたかと我を振り返る。 

子どもたちを見ていると、本当に生まれた環境が大 

切なんだと太い骨身にしみる。しかしその大切で大事 

な環境を、子どもたちではどうすることもできない。 

そこに、地域のおとな、関わるおとなの協力や支援が 

必要なのだと思う。しかし、支援をしてくださる方の 

中には、支援される側の人々にこうでなければ支援し  （丸坊主の女の子、はじめはビックリ、でも今は可愛い） 

しないという「おごり」や「優越感」が潜んでいるかも 

例えば、携帯電話を持っているのは可笑しい。いい車 

に乗っているのは可笑しい。貧しいはずなのに習い事 

をしているのは可笑しい・・・などなど。習い事にしても 

私たちは、食べる物も食べて、支払う物も支払って、 

全ての物が賄っていてのプラス１なのだ。しかし、ここ 

の子どもたちは、いろんな物が賄えていなくての習い 

事であったりする。困っている人を支援するには、支援 

する側が考えた困っている人の姿や形が必要なのだ。 

その感覚が、善人という住処に隠れて暮らしている。 

 

異年齢でよく遊ぶ。 

今日は、皆でドミノ

倒しだ。 

 

でも直ぐに飽きて

しまう。 

ゲームだったらず

っとできるのにな。 



 

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 42名 

分校：毎週木曜日         午後 5時～8時 現在の生徒・児童数 11名 
 
今年の夏も暑かったですね。夏休みの宿題は 5教科以外にも読書感想文、人権作文、税の作文、

標語、自由研究、ポスターなどたくさんあり、みんな塾へ持ってきてやっていました。 

 
夏休み最後の 8月 30日（金）、市のバスを借りて、明治

守谷工場とつくばエキスポセンターに行きました。明治守

谷工場では、約 1 時間、ヨーグルトの製造工程を見学し、

ヨーグルトを試飲しお土産も貰いました。エキスポセンタ

ーでは、ほしまるカフェのお弁当を休憩室で食べ、展示の

見学と体験をしました。2～5 人のグループに大人が１人

付いて館内を回りました。科学捜査体験をやったグループ

もありました。プラネタリウムでは子ども番組「名探偵コ

ナン星影の魔術師」を見ました。子ども達はとにかく元

気！ 次から次へと体験にいどむ子、あるいは１つの体験にじっくり取り組む子。普段の塾とは

違った姿が見られました。子ども 18名、大人 9名、みんな夏休みの思い出の１ページになった

ようです。 
 
 2学期は、中学校では体育祭、合唱祭、新人体

育大会など、小学校では運動会、遠足、修学旅行

など行事がたくさんあります。中学 3年生は夏休

みに高校見学をして、それぞれ志望校を真剣に考

えるようになってきて、一生懸命勉強に励んでい

ます。 
 

 

自宅で英語を教えていただいている学びボランティアの清水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？ 

 経済的な理由から学ぶチャンスが減る、閉ざされるのは残念だと日々考えて

いました。自分の子も巣立ち、社会に何らかの形で還元できればと探っている

所でした。コミュニティセンターでみら塾ボランティア募集のチラシを見て、

英語なら自分の仕事の延長として関われるので、申し込みました。 

② 実際やってみてどうですか？ 

 みら塾の子ども達は学校で言われたことだけをやっている子が多く、問題慣れしていない

と感じます。その子の弱点を重点的に教えることで、成績を上げてほしいと思っています。 

  

 清水さんは児童英会話塾で講師をし、30 年前から自宅で英語塾を始められました。口コミで生

徒が集まる評判の良い塾です。テスト前には週末に特別テスト対策のレッスンをしてくださいます。

去年 4月から、みら塾の生徒をご自分のレッスンの合間にみてくださっています。マンツーマンの

レッスンで、今 4 人目の生徒が通っています。「分かりやすい。成績が上がった」と保護者の方に

も好評で、とても感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。  
      

（無料みら塾スタッフ R・M）  



無料学習支援「いば☆きら」（阿見教室）    

  毎週土曜日 午後 2 時～5時 現在の生徒・児童数 34名 
 

８月３１日  夏休み 
最後の夏休み、阿見では２回目の調理実習を行いました。                    

子ども達からリクエストのあった「冷やし中華」と「サラダ」です。 

９月１４日  敬老の日 

「ぼく達の周りのおじいちゃんおばあちゃんへ」と題して 

地域でお世話になっている方や隣近所の方も含め、 

おじいちゃんおばあちゃんへ「ありがとう状」を書きました。 

好きな色の封筒に入れ、それぞれ大事そうに持ち帰りました。 

１０月２６日 ハロウィンってなぁに？ 

最近とても盛り上がっているハロウィンですが、よく考えると知らない事ばかり 

そこでボランティアさんに先生役になってもらいミニミニ講座を開講。 

どんなお祭りで、なんで仮装するのか等々、短い時間でいろいろ知ることが 

出来ました。最後にダンボールカボチャでお菓子のつかみ取りをして、 

いつもよりちょっと長いおやつタイムを楽しみ、また学習後半戦です。 

 

 

 

 

ハロウィンのおやつタイム 

 

無料学習支援「いば☆きら」（美浦教室）  
毎週土曜日 午前 9時半～12時半時 現在の生徒・児童数 8名 

８月 

夏休みの子どもたち。美術部の女子中学生２人の姉妹は、 

とても絵が上手です。あれ？？２人が書いていたのは、なんと 

「いば☆きら塾」の学びボランティアさんやスタッフの似顔絵 

２人の似顔絵、雰囲気はそれぞれ違うけれど、すごいですね。 

こんな風に絵が描けたらいいね。Ｋちゃん、Ｍちゃん、ありがとう。 

 

９月 

新しく小学生の兄弟２人が入塾しました。２人とも、ドキドキの面持ちで教室に入ってきた初日。「あ！」と２

人がとても驚いたのは、良く知っているお兄ちゃんＹさんが居たんです！良かったね。知り合いのＹさんが

居て。早速、話したりふざけあったり。そして休憩時間には、絵の得意なＭちゃんが一緒に絵を描いて遊ん

でくれます。年下の生徒の事、よくみてくれるね～。ありがとう。 

 

１０月 

今年の第２弾、「デザートを作ってお誕生日会をしよう！」をみんなで行いました。休憩時間に、フルーチェ

を作りフルーツをトッピングしました。また手作りゼリーも添えて、パンケーキと一緒にみんなで食べてお

誕生日の生徒のお祝いをしました。いつも頼りになるＹさん、やはり今回もナイフを使う手つきがよくて注

目の的でした。お料理が得意な男子ってポイント高いかも（笑）なになに？次回はクリスマスケーキやチャ

ーハンを作りたいって！！また子どもたちからアイデアをだしてもらって計画しますね♪ （スタッフ C） 
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います 

ii 場所・みらサポ 8・9・10 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。 

8 月のメニュー 

1 日（木）は、イベント日だ。 
 

いつもお腹いっぱいフライドポテトが食

べたい！ と言うリクエストに応え（なん

てねご支援のジャガイモが沢山あった

ので）ボランティアの方々が暑いキッチ

ンで、ものすごく頑張ってポテトを揚げ

てくださいました。感謝！ 

 

ごめんなさい。写真取り忘れました！ 

6日（火）野菜がいっぱい 
 

ミネストローネ＊カボチャの煮物そ 

ら豆の煮物＊ナスの味噌炒め 

キュウリの浅漬け＊ナスの炒め物 

キュウリのカナッペ風＊ミニトマト 

ふかしジャガイモ＊インゲン和え物

キュウリ浅漬け 

ホットケーキ 

スイカ 

8日（木）今年も餃子の日だ！  

 

今日は、龍ケ崎市内の更生保護女性

会の皆様が、子どもたちに焼きたての

手作り餃子をお腹いっぱい食べて欲

しい！と、今年で 3回目の手作り餃子

の日でした。本当にお腹いっぱい食べ

て満足の子どもたちでした！更生保

護女性会の皆様、毎年「ありがとうご

ざいます」焼きたては美味しいです。 

20 日（火）今日はお弁当ね。 
 

おにぎり弁当＊ほうれん草のお浸し 

カボチャと豆の煮もの＊ミニオムレツ 

ミニオムレツ＊ナスとオクラの煮浸し 

きゅうりの

味噌漬け 

ミニトマト 

メンチカツ 

 

 
 

22日（木）鉄板カレーライス 
 

カレー＊キュウリの浅漬け＊トマト 

オクラとモロヘイヤのポン酢和え 

豆腐と水菜の白和え風サラダ 

 

 

27日(火)マックの日だぞ！ 
 

 

29日（木）天ぷらバイキング 
 

炊き込みご飯＊麻婆ナス＊蒸しいも 

きゅうりの浅漬け＊きゅうりの味噌漬け

ミニトマト＊スイカと冷やしパイン 

 

 

9月のメニュー3日（火） 
 

ポテトマカロニサラダ＊スイカ 

茗荷の天ぷら＊刺身こんにゃく 

カボチャの煮もの＊野菜炒め 

きゅうりの浅漬け＊白菜ネギ味噌汁 

 

5日（木）炊き込みご飯だよ。 
 

もち米入りの黒豚肉の炊き込みご飯

ナスの味噌チーズ焼き＊冷や奴 

山芋とベーコンの炒め物＊蒸しいも 

オクラとモロヘイヤのポン酢和え 

ナスと大根のお漬物＊ 

白ネギのスープ＊バナナケーキ 

スイカと梨とスィートポテト 

10 日（火）五平餅ってなんだ？ 
 

甘みそだれの五平餅風＊黒ゴマおはぎ

ナスとピーマンとネギの味噌炒め 

豚ひき肉とジャガイモと昆布の煮もの 

さつまいもご飯 

くるみご飯 

白菜ネギスープ 

スイカ 

 

 

12日（木）どこにお月様？ 
 

お月見カレー   みたらし団子 

ベーコン入りマッシュパンプキン 

蒸かしさつまいもスイカと梨 

 

17日（火）毎日スイカでる～ 
 

きな粉のおはぎ＊五平餅＊ 

人参の中華味しりしり＊ソーセージ 

白菜と人参のあっさり漬け＊ 

白菜と人参・油揚げのお味噌汁 

カボチャとベーコンの炒め物 

オクラのおひたし 

黄色と赤のスイカ 

19日（木）今日はそうめんね。 

かつお節のおはぎぃ～(^0^;) 
 

ナスの揚げびたし＊ジャーマンポテト 

きな粉と黒ゴマのおはぎ 

かつお節とゴマ塩のおはぎ 

コンソメで煮たネギのチーズ焼き 

白菜のだしマヨサラダ＊冷やっこ 

ネギとベーコンの洋風そうめん汁 

24 日（火）めずらしい川魚 
 

 

 

 

 

 

ニジマスの甘露煮風＊蒸かしいも 

白菜とネギのそうめん汁＊梨 

人参中華味しりしり＊茗荷玉子とじ 

ネギとソーセージの炒め物 

26日（木）暑いのにシチュー 

でも大好きなメンチカツだし 
 

 

 

 

 

 

ポークシチュー＊マカロニサラダ 

キャベツたっぷりメンチカツ＊梨 

https://www.sasagawa-brand.co.jp/tada/detail.php?id=1206&cid=4&cid2=13
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


10月のメニュー 1 日（火） 

焼き肉パーティーだ！！ 
O様は、毎週お肉をご支援してください

ます。それを冷凍保存して今日は、お肉 

大放出だ！O様ありがとうございます。 

 

焼き肉パーティー！＊パリパリお漬物

人参と昆布と高野豆腐の煮もの＊お芋 

3日（木） 混ぜご飯だよ。 
 

ひじきの混ぜ込みご飯 

さつまいもと豚肉の甘辛炒め 

ジャガイモのお味噌汁 

人参のきんぴら 

つきたてお餅 

 

8 日（火）人気なのでお餅！ 
 

人参とレンコンのきんぴら＊おやき 

青ナスのミートソースチーズ焼き 

つきたてのお餅＊塩ゆで落花生 

ジャガイモ・人参・青菜のお味噌汁 

味付き鶏肉の炒め物 

レンコンのサラダ 

10 日（木）煮物が美味しいね！ 
 

豚肉とレンコン・人参の炒め物＊筑前煮 

青ナスのミートソースのせチーズ焼き 

ビタミン菜と卵でかき玉汁 

ひじき混ぜ込みご飯 

さつまいもの甘煮 

ミニトマト 

 

15 日（火） 子どもたち皆 

マカロニサラダ好きだよね 
 

 

ミニメンチカツ＊ゆで卵入りマカロ

ニサラダ＊山芋の煮もの＊つきた

てのお餅をしょう油と海苔で＊ナス

と玉ねぎのごま油風味のお味噌汁

お豆の甘煮 

１７日（木）大好きな唐揚げ     
 

豚汁またはそうめん豚汁＊蒸かし芋

冷ややっこ＊ひじきご飯のおむすび 

ナスのミートソースのせチーズ焼き 

焼き鮭＊ミニトマトと玉ねぎのサラダ

新米塩むすび＊＊差し入れの唐揚げ 

 

取手市の「岩沢酒店」様唐揚げ感謝！ 

24 日（木）まだあるよ、ひじき。 
 

ひじきの混ぜ込みご飯＊チキンナゲット

ソーセージ＊春雨チャプチェ風サラダ

人参の中華味しりしり＊さつまいも甘煮

りんご＊お豆腐油揚げ小松菜お味噌汁 

 

お豆腐ありがとう！ 
取手市染野屋様、毎回お豆腐寄付感謝 

29日(火)しし唐！大丈夫？ 
 

お豆腐と昆布と油揚げのお味噌汁

ナスの炒め物＊焼きサバ 

しし唐とツナの味噌炒め 

さつまいもとリンゴの甘煮 

白ナスチーズ焼カレー味 

柿とリンゴ 

31 日（木）ハロウィンだよ 
 

カボチャサツマイモポテチチーズ焼き

鶏肉ゆで卵のさっぱり煮＊ごま豆腐 
ナスとお豆腐と昆布のお味噌汁 

山芋と人参の煮物 

バームクーヘン 

コーンご飯 

ドーナツ 

 

子ども食堂は、多くの・・・本当に多くの方々からのご支援で今日まで運営が出来ています。 

子ども食堂を始めた当初からずうっ～と取り立て新鮮お野菜を届けてくださる方、          

毎週お野菜を届けてくださる方、年金の中から子どもたちへと食料品を届けて下さる方。 

お肉を 5 年間も毎週の様に届けて下さる方、もう何キロのお肉をご支援してくれているのかな？    

計算したら凄い量だろうな・・・塵も積もれば山となる・・・お肉も積もれば焼き肉パーティーになる～。   

本当に何年間も「ありがとうございます。」 

クレッセントさん・もみの木さん、龍ケ崎市内の美味しいパン屋さん。子どもたちが大好きなパンを届けてくださいます。

子どもたちが大好きと言えば、唐揚げ！です。いつも唐揚げを寄付して下さる岩沢酒店さん。     

ハッピークッキーコーナーを設けて、毎月クッキーの売り上げ金の一部を寄付してくださるクーロンヌさん。 

お米・リンゴ・鮭・お菓子等々いつも子どもたちに贈って下さる、同じく子ども食堂の、子ども食堂「れん」 

美味しいお豆腐を寄付して下さる染野屋さん、まだまだ書き切れない多くの皆様からいつも支えられて、

この子ども食堂「みらサポ」が、成り立っています。 

今回紹介出来なかった方がまだまだいらっしゃいます。スペースがある時に、また紹介させて頂きます。 

そして、寄付だけじゃなく子どもたちに様々な形で支援して下さる方々もいらっしゃいます。      

例えば、子ども食堂のメニューにもあります、「餃子の日」「マックの日」は、龍ケ崎地区更生保護女性会の

皆様が何日も前から準備をし、子どもたちをお腹いっぱいにしてくださいます。「ありがとうございます。」 

 

龍ケ崎地区更生保護女性会の皆様                              
去年の「餃子の日」に皆で撮った写真です。                                 

ありきたりの言葉ですが、                                  

でもやっぱり「ありがとう！」 になります。                                          



いろいろなお知らせ 
 

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  

12 月 1 月 2 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  

                                                              12/25 ,26 ,30, 1/1,2,   2/24 

阿見「いばきら塾」土曜日 14:00～17:00  12/7,28,  1/4, 

美浦「いばきら塾」土曜日  9:30～12:30  12/28       1/4, 

 

    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。 

12 月 1 月 2 月のお休みは、12/19 年内最終 1 月は、16 日からスタート 

 

12 月のイベント 12 日「年内最後の出張床屋さんが来てくれてさっぱりだ！」 

19 日「今年のクリスマス会は、どんな日になるのかなぁ！」 

2 月のイベント  4 日「1 日遅れのみんな西南西を向いて黙って食べよう！」 

 
 

探しています！ 

 

移動式バスケットゴールは、お忙しい中子どもたちの

為にと、なんと購入して届けて組み立ててくださり、 

本当にこの世の中で他者になにがしかをしてくださ

る方が多くいらっしゃる事を日々実感しています。 

また、多くの方が靴やスニーカーを届けてくださいま

した。多くの皆様「ありがとうございました！」 

来春に向けて制服を探しています！ 

お知り合いの方々にも、お声を掛けてください！！ 

・長山中・愛宕中・城南中制服（男） 

・竜ケ崎南高校、竜ケ崎二高、（男女）165ｃｍ～180ｃｍ 

・藤代紫水高校、江戸崎総合、（男） 165ｃｍ～180ｃｍ  

・牛久高校（女） 

・その他各高校のジャージなど入学に必要な物 

・修学旅行時用の鞄・中高校通学用鞄（リュック等） 

i i 場所「みらサポ」＆子ども食堂 

 

Xmas 仕分け 

ボランティア 
大大大大募集！ 
 

日時  12 月 25 日（水）9：00～16：00 

場所   ii 場所みらサポ＆子ども食堂施設 

  

場所非公開の為、ボランティアに参加される方で

場所が判らない方は、お手数お掛けいたします

が、事務局までお問合わせ下さいます様にです。 

また、当日は野外での作業もありますので、動き

やすく寒くないような服装でお越しください。 

お昼に軽食ありますのでお弁当は必要ないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心がある方は,事務局までお問い合わせ下さい。 

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・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 

 

事務局、平日 12 時～16 時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 

       


