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特定非営利活動法人 NGO 未来のこどもネットワーク

みらネット通信
みら坊＆みら子のクスクスとぴっくす

５月はさわやかな季節ですね。子どもたちは新学期の緊張もゆるみはじめたようです。そして、
待ちにまったゴールデンウィークがやって来ました。家族と近くのショッピングモールに行ったり、
お友達と遊んだり、ひとり家で遊んだり。でも保護者の方は連休もなく働いている方が多いです。
学校のお休みが長いので、食料支援も行いました。家に訪ね、子どもたちの顔が見れるのは、
スタッフにとってはとてもうれしい。子どもたちの兄弟の皆さんとの交流も、めったにないチャン
スです。そんな５月の風は、子どもたちの未来へと続いているような薫風です。
そして一方で今年もＧＷ中にカンボジアの子ども支援へ、７名が成田を
発ちました。カンボジア支援の模様は、来月号でご報告させて頂きます。

学び＆居場所のお知らせ

危険なゴミ山の中を裸足で暮らす子どもたちです→

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業
「みら塾」月曜日と水曜日

18：00〜21：00

「いばきら塾」土曜日 13：00～17：00
みら塾は、5 月３日がお休みとなります。
いばきら塾は、会場の都合で今月は、5 月 13 日お休みとなります。

ひとり親家庭の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

１７：３０〜２０：３０

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。
４月子どもたちにご支援してくださった方々

順不同です。

清山 玲様
鈴木文子様
大貝隆一様
山崎雅昭様
佐藤由美子様
根本 彰様
志村千草様
小澤淳子様
吉岡夏樹様
北沢志奈夫様
飯野 満様
古橋洋祐様
古橋雅子様
串田照子様
小林千恵子様
鈴木 繁様
有馬盛夫様
綾部裕子様
三浦智恵様
金丸ミドリ様
大内 篁様
屋代一樹様
三戸峰代様
ﾏﾙｼｪ伊藤様
小松八重子様
中村 貴様
北村道子様
筑紫裕子様
小林伸光様
西村てる子様
橋本 明様
荘司浩子様
岩井圭子様
石本由布子様
佐倉徳朱子様
ラブリー農園糸永員偉様 妙行寺大宮孝舒様 NPO 法人フードバンク茨城様
クレッセント様
関彰商事(株)関正樹様
関彰商事(株)社員一同様
通学路の安全を守る会 稲川 誠一様

《5 月の子どもたち》

〜中３もうすぐ修学旅行です〜

ゴールデンウィークが終わると、中学３年生の子どもたちには修学旅
行が待っています。「新しいバスタオルないかな？」「旅行に持って行
く大き目のバックがないんだよね」 「靴下ゆるゆるなのしかない、、」
「下着は大丈夫？」と聞くと「ん〜」と曖昧な返事、、
楽しみだけど気になる事もいっぱいです。こんな時、みなさまからい
ただいた支援の品々に助けられます。子どもたちにはそれぞれ希望の物
を渡すことができました。

ほんとうにありがとうございます。

4/18

子どもたちにとてもうれしいことありました！

茨城県内の「関彰商事株式会社ふれあい基金」の贈呈式
が「ii 場所・みらサポ」で行われました。
ふれあい基金は、関彰商事さんで働いていらっしゃる
社員の方々が積み立ててくださった基金とそれと同額を
会社も負担し、今までに多くの社会活動をしている団体
を支援してくださっています。基金を支えて下さってい
る関彰商事さんの社員の皆さんは、なんと１８００人！
だそうです。
子どもたちが「ありがとう状」を読んでくれました。
まさに、いっぱぁいーーのたくさんの働いている皆さん
へのありがとう状です。
贈呈式のあとは、子
ども食堂で、社員の
皆さんと子どもたち、
いっしょに夕ご飯を
「いただきます！」
しました！

社員の方で、おかわりをして下さった方も（笑）
食事を用意したスタッフもたいへん喜んでいました。

関彰商事の社員の皆さんが帰られたあと、子どもたちが、
「目録ってなに？」「なんにでも使えるの？」「ノートがほしい！」「自転車買って！」
「キスマイのコンサート行きたい！」「ディズニーランド行きたい！」もぅ大騒ぎ！（笑）
みんな皆わくわく、ガヤガヤ好きに言っていました。とってもとってもニコニコして言っていました。
それが何よりの嬉しくて楽しい 1 日だったのです。 こんな素敵な 1 日を 1800 人の社員さんからいた
だきました。 1800 人の方々の気持ちと応援と思いが積みあがった基金は、お金ではない大きな大きな
頑張れる支えになって行きます。

関彰商事のいっぱぁ～いのみなさん「ありがとうございました。」

いろ~んな情報（５月上旬情報）
【 探しています！ 】
・ガスコンロ（プロパン用）
・シングルベット
・カーテン

【その他の募集】

子どもたちの送迎をしてくださる職員を募集して
おります。8 人乗りの車で、決まっているルート
を決まった時間に行く有償ボランティアの仕事で
す。時間・曜日有償等その他詳細は、事務局まで
ライティングデスク、本箱、本やノート、衣類な 問合せください。
ど今月も皆さんよりご支援をたくさんいただき
ました。引っ越しした家庭も、いろいろ支援いた
だきとても助かっています。子どもたちへご支援
下さった皆様に感謝！です。
それから素敵な素敵な PC 頂きました！
「ありがとうございました！」
生活困窮者世帯の子ども学習支援事業
「いばきら塾」「無料みら塾」生徒募集！

茨城県ひとり親世帯の子どもの居場所支援
ii 場所「みらサポ」こども募集

様々な事情から学習塾に通うのが困難な子ども
たちの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。自力通塾が困難な児童・生徒
には無料送迎もあります。
◇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〜
◇毎週土曜日 （阿見・美浦）13:00〜
◇所得制限があります。

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。
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」もあります。
◇毎週火曜日・木曜日 17:30～20:30
◇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）

*************************************
ボランティア募集！
学習支援をしてくださる「学びボランティア」募
集しています。時間や曜日は無理のない範囲で無
理のない様にできます。
場所は、龍ヶ崎市や阿見町等々です。

*************************************
ボランティア募集！
子どもたちと一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、
時には学んだりしちゃうかもの、
「プレイボランティア」募集中です！
場所は、龍ケ崎市内です。詳細は下記事務局
◇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
年会費👉賛助会員１口１,000 円

特定非営利活動法人
NGO 未来の子どもネットワーク
事務局は平日 12 時からで、土日祝日お休みです。
（時間外は留守番電話対応となります）

正会員と賛助会員の違いは、総会における議決権
〒301-0847 龍ヶ崎市城ノ内３―２－２
があるかないかの違いとなります。
電話：FAX ０２９７-６２-８９３２
その他は同じです。
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、下記口座へお願いし Mail:miranetto2000@yahoo.co.jp
http://miranetto.darumasanngakoronda.com/
ます。
HP で塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。
郵便 00190
7
565818
ＮＧＯ未来の子どもネットワーク

ii 場所・みらサポ

４月の子ども食堂

4 日（火）

6 日（木）

桜エビおにぎり
餃子入りスープ
手作りヘルシーコ
ロッケ
青菜の和え物
うりの漬け物
ひじき

うどんのパスタ風
マカロニサラダ
きゅうりの浅漬け
春菊ゴマ和え
おむすび ホウレ
ン草のおひたし
ネギのお味噌汁

11 日（火）

13 日（木）

とん汁
鶏肉と野菜の煮物
焼き海苔
青菜の和え物
かりんとう
ラスク

温かいそうめん
野菜の天ぷら
きゅうりとささみ
のサラダ
おむすび各種
菜花のおひたし

18 日（火）

20 日（木）

たけのこ入り
カレー
海藻サラダ
きゅうり浅漬け
フルーツ寒天
ゼリー

おむすび各種
焼きウインナー
たけのこのお稲荷
ネギのチーズ焼き
バナナ

25 日（火）

27（木）

セルベスと牛肉大
和煮の煮物 ネギ
とベーコンスープ
サラダ
チョコバナナ
うりの漬け物

手作り餃子
野菜たっぷり
春雨サラダ
ほうれんそうの
和え物
お味噌汁

今月も、多くのボランティアの方々の力と気持ちとご支援で「子ども食堂」を
実施出来ました。早いもので子ども食堂を実施して今月で４年目になりました。
今年高校１年生になった子が先日こんな言葉を調理ボランティアの方々に
云っていました。「僕が大きくなったのは、ここのご飯だよ！」

