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特定非営利活動法人

◆今月のみら坊トピックスクス

NGO 未来のこどもネットワーク

◆今月から子どもたちが待ちにまったお楽しみの Wi-Fi が居場所で使えるようになったよ。
家にパソコンがない子どもたちが楽しみにまってたよ。ルールを守って使ってくれたらいいな。
◆ii 場所みらサポの子どもたちの室内履きがボロボロなんだ…100 均で買って３年目だもんなぁ…。
んでも、大事に履いておくれよ！中学生男子軍団の履き方ちょっと乱暴、室内履きで外に出るなよ。
◆今月から、みらサポ終了時間２０分前に「君の名は」CD がかかり、お片付けタイムが始まったぞ。
◆9 月 11 日「子どもの居場所・食堂・学習支援いばらきネット
ワーク会議」第 1 回が終わったよ。茨城県内のいろんな地域
から子ども支援をしたいぞーといっぱいの人が来てくれたよ。

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
・月曜日と水曜日
お休みのお知らせ

１７：３０〜２０：３０
１０月１０日（月）は、お休みです。

ひとり親家庭の子どもたちの居場所「ii 場所・みらサポ」＆子ども食堂
・火曜日と木曜日 １７：３０〜２０：３０
・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。ご家族でのお食事もできます。

《９月ご支援いただいた方々
三戸峰代様

朝日向幸子様

》

順不同

更生保護女性会龍ケ崎支部様

角 幸子様 鈴木文子様 稲川誠一様 平野好太郎様
山内佳代子様
石垣太郎様

根本彰様

関佳子様

山崎雅昭様

フードバンク茨城様 クレッセント様

リスカ（株）様（有）西岡産業様 立石光代様

岡野順様 石塚幸枝様 田上時夫様

樫村睦美様

岩本雄一様 高野浩子様
萩原達哉様 中村三千代様

並木文子様 竹内様 妙行寺大宮様

常陽新聞・崎山様 屋代一樹様 野沢登美子様

レインボーハートプロジェクト（石束智夫様 飯田京子様

飯田直江様）

寺田恵子様 大野様

※正会員になって下さった方々☞ 平野健二様 石川敏子様

並木ハル子様

海老原龍夫様

築紫裕子様 大内篁様

※賛助会員になって下さった方々 ☞飯塚英夫様

今月新たに正会員・賛助会員になってくださった方々「ありがとうございました！」
今月も、多くの方々からお米や食品の寄付を頂きました。「ありがとうがいっぱいです」

ご報告とお願い他
お米 1 トン
2015 年 9 月 1 日～2016 年 8 月 31 日までの
1 年間で、たくさんの団体、個人の方々から
子どもたちに様々なご支援がありました。
フードバンク茨城様からは
パン
調味料

640.93 キロ
3箱

ジュース

14 箱

その他

16 箱

そして、みなさまから頂いたお米は合計 1009 キロ
ナント！ 1 トン超えました。
育ち盛りの子どもたちに、たくさんの食糧支援を
ありがとうございました。
全てのご支援の紹介ができず恐縮です。

平成 28 年度 年会費納入のお願い
未来の子どもネットワークの新年度は 9 月となっています。
正会員、賛助会員のみなさまには、会費の納入を新年度内
によろしくお願い申し上げます。

年会費

＜正会員＞
3,000 円

＜賛助会員＞
１口 1,000 円

正会員と賛助会員の違いは、総会時における議決権が
あるか、ないかの違いです。その他は同じです。
郵便 00190

7

565818

NGO 未来の子どもネットワーク

「動物園に行きた～い」
楽しみだ
ゾウ

今までに動物園に行ったことの
ない子どもたちがいることに
びっくりでした。
11 月 13 日（日）バスを借りて
みら塾・みらサポの子どもたち
が動物園に行きます。
お昼ごはんは何にしようか etc.
みんなで相談中です。

いろーんな情報（2016 年 10 月 1 日現在）
茨城県生活困窮者世帯の子どもたちへ

「学習支援ボランティア募集」
場 所 ☞ 阿見町内の公的施設内
土曜日 ☞ 13:00〜17:00

探しています！ 寄付募集のお願い
・弓道具一式（中一女児用）
・女児用子ども用自転車
（身長 140cm）
・子ども用野球グローブ

子どもたちとふれあう事が大好き、ちょっと好き
以前使用していた…押し入れにあったかも…
いろんな方をお待ちしています。
（交通費支給）
ボランティアは、毎週でなくても、時間内全部で 等々、今は使用していない物があれば是非譲って
なくても大丈夫です。無理のない範囲で無理のな 下さい。よろしくお願いします。
い様に参加してください。
茨城県ひとり親世帯の子どもの居場所支援事業

龍ヶ崎市生活困窮世帯の子ども学習支援事業

「無料みら塾」生徒募集！

ii 場所「みらサポ」こども募集！
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。
此処に来た人は誰でもみんな一緒に食事ができる
「子ども食堂」もやっています。

様々な事情から学習塾に通うのが困難な子ども
たちなどへ、学習のサポートを行う事を目的とし
て開設している塾です。
○対象：小学校４年生〜中学３年生まで（原則）
○毎週月曜日と水曜日 17:30〜20:30

毎週火曜日と木曜日 17:30〜20:30
対象児童・生徒は、１８歳まで
対象地域は、県南地域全域（一部除く）

○所得制限があります。

学びボランティア随時募集中！

子どもたちの宿題を一緒にしたり、遊んだりして
2 学期が始まり生徒が 4 名増えました。みらカー
下さる方も募集！しています。
での送迎もあるので、お休みする子どもたちは
あまりいなくなり毎回 15～16 名の子どもたちが

ホームページで居場所の様子や
子ども食堂の様子がわかります。

学びボランティアさんと一緒に勉強しています。
生徒が増えたので、学びボランティさんが足りま
せん。子どもの勉強をみてくれる学びボランティ

http://
miranetto.darumasangakoronda.com/

さんを募集しています。お知り合いの方にもお声
かけをよろしくお願いします。
💛問い合わせ先💛

会員になって私たちの活動を応援してください！
年会費

正会員
3,000 円

賛助会員
１口 1,000 円

正会員と賛助会員の違いは、総会時における議決権
があるか、ないかの違いです。その他は同じです。
寄付をしてくださる方へ

お手数をお掛けいたしますが下記口座へお願いします。
郵便 00190

7

565818

NGO 未来の子どもネットワーク

〒301-0847 茨城県龍ヶ崎市城ノ内

℡/fax
mail

0297-62-8932

3－2－2

土日祝日休み

miranetto2000@yahoo.co.jp
事務局は、平日 12 時からとなっています。
時々留守の事もあるかもです。
その場合、留守電対応になります。
特定非営利活動法人

NGO 未来の子どもネットワーク

ii 場所・みらサポ

９月の子ども食堂

1 日（木）

6 日（火）

ハンバーグ

エビと色々野菜の

サラダ（2 種）

天丼他

レバーのから揚
げ（ご寄付）
Y 君が作った
折り紙ハンバー
ガー食べた～い

8 日（木）

13 日（火）

さんまの甘辛煮

おいもの天ぷら

かぼちゃのチー

マッシュ大豆の揚

ズ焼き

げ物

ラタトゥーユ

フランクフルト

玉ねぎサラダ

酢のもの

デザート（梨）

大学芋
ヨーグルトゼリー

15 日（木）

20 日（火）

カレーライス

竹のこ芋の煮もの

色どりサラダ他

納豆の磯辺揚げ
茄子の揚げ煮
冬瓜のピクルス
スイートポテト

27 日（火）

29 日（木）

天津飯

炊き込みご飯

サラダ

（ご寄付）

栗の渋皮煮

鶏肉とジャガイモ

お味噌汁

のトマト煮

ありがとうご
ざいました！

お味噌汁

22 日（木）は
お彼岸中日の為
お休みさせて頂
きました。

