2017 年 11 月 12 月 2018 年 1 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
1 月・２月・3 月の学び＆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
「みら塾」
月曜日と水曜日 18：00〜21：00
阿 見「いばきら塾」土曜日 13：00～17：00
美 浦「いばきら塾」土曜日
9：30～12：30
みら塾 お休みは、 1/8(月) 2/12(月) 3/21(水)です。
阿 見「いば☆きら塾」のお休みは、1/6.3/24.3/31 です。
美 浦「いば☆きら塾」のお休みは、1/6.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」＆無料子ども食堂
火曜日と木曜日 １７：３０〜２０：３０
i i 場所みらサポ（子ども食堂）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。お家の方の食事もできます。
急な残業になった時など連絡を頂ければ、家で待っている子どもを迎えに行き
宿題をしたり遊んだり、そして食事をして家に送ります。安心して残業ができる
そんな一人親家庭の子どもたちの居場所であり、ひとり親の居場所でもあります。
10 月 11 月 12 月に子どもたちにご支援してくださった方々
雨貝 繁和 様
岩井 圭子 様
雑賀 良江 様
木村 健一 様
熊坂 理栄 様
齋藤
繁 様
佐藤よし子 様
谷藤 賢次 様
根岸 尚江 様
古橋 雅子 様
三戸 峰代 様
布野 秀二 様
遠田 康人 様

飯野
満 様
内田
真 様
中村 勝男 様
清山
玲 様
栗山 美香 様
斉藤
猛 様
島
仁美 様
徳丸 秀樹 様
根本
彰 様
古山
均 様
山崎 雅昭 様
篠田 菖子 様
根本 健樹 様

イシジマ カオリ 様

大貝 隆一 様
金丸 ミドリ様

國枝 光子 様
結束 久美子様

塚本 友美 様
鈴木 新太郎様

所

洋子 様

野澤 登美子様

牧志 誠 様
吉岡 夏樹 様
植地 俊仁 様
小林 秀幸 様

順不同です。

井上 敏宏 様
大竹 けい子 様
川口 みや子 様
久保田 博文 様
小林 千恵子 様
佐倉 徳朱子 様
瀬尾 かつよ 様

鳥井 一美
萩原 達也

様
様
まつお ひでと様
中村 勝男 様
大内
篁 様
栗屋
勲 様

中西 佑介 様
岡野 秀斗 様
カワサキ 様
川浦きくの様
小林 伸光 様
佐藤 敬子 様
吉田 瑞枝 様
中村 ちよ 様
松下 百合子様
佐藤 弥生 様
菊田さと子様
成島 信司 様
北澤 志奈夫様

クレッセント様
取手ライオンズクラブ 様 アマンブリ高倉 様 （株）岡澤 岡澤正実様
マルシェ伊藤様
ラブリー農園 糸永員偉様 妙行寺大宮 孝舒 様 阿見緑の会 石川 泰子様
茨城県更生保護女性連盟 様
もみの木様 リスカ（株）武藤則夫様
（株）クーロンヌジャポン 様
通学路の安全を守る会 稲川誠一 様
水海道ライオンズクラブ 様
茨城県龍ケ崎支部更生保護女性会様
阿見町ボランティア連合会 様
龍ケ岡地区民生委員 海老原克夫 様
常陸大宮市連合民生委員児童委員協議会 小室美智様
守谷市北地区民生委員児童委員協議会様
前号で國枝光子 様

金丸ミドリ 様のお名前が間違っていました。

申し訳なかったです。

」

新しく正会員になってくださった方々です。応援して下さりありがとうございます。順不同です
三戸
篠田

峰代 様
年身 様

野口
菊池

朗子 様
雅美 様

鈴木
石上

英一 様
優子 様

鈴木

佐和 様

鈴木

喬 様

11 月のコト
昨年から始まったみらネット秋の遠足
昨年茨城県内にある、関彰商事さんという企業
さまから「関彰商事ふれあい基金」頂きました。
何に使わせて頂くのが子どもたちにとって一番良いのか？
関彰商事さんの社員の方々や会社の方々の嬉しい気持ちを大切にするのには？
子どもたちの意見は、
「ディズニーランドに行ってみたい！」
「原宿に行ってみたい！」
「自転車買って！」
「携帯が欲しい！」などなど色々な意見がありましたが…
個人的に使ったりしないでもっと何か皆で使えないかな…で、
年に１回誰かの行きたい夢を叶える遠足になりました。
関彰商事「ふれあい基金」のおかげで 2 回目の「君の行きたいところへ行こう！」
を実行しました。ありがとうございました m(__)m
日付は昨年と同じ１１月１３日茨城県民の日 〔割引があるのだ！）
今年は、サメが見てみたい！小さい頃（今でもまだ７歳なんだけれどな…）
いつも見ていた絵本にサメが出てくるんだ…「一度サメが見てみたい」
という男の子からの一言で今年の夢を叶えよう！は、大洗水族館に決まりました。

天気も良くて絶好の遠足日和。誰の行いがいいのでしょうか？
もちろん 日頃の子どもたちの行いがいい！ （ほんとかよ！）
そして支援していただける皆さんのおかげです。
何でもない様な経験がまた一つできました。「ありがとうございました。」
その他
11 月 26 日は、みんなが楽しみにしている「なんでも持って行っていいよ！」day
でした。必要なものは随時手渡していますが、この日ばかりは必要か？ではなくて
「これ欲しかったんだ！」と自分で欲しい物を選んで持ち帰ってもいい日です。

１２月のコト
お楽しみの多い月です。
ある子が「クリスマスは、嫌いだ！」
と言います。なんで？どうして？
「サンタさんは、お金持ちの家にしかプレゼントをあげないから嫌いだ！」
そんなことないよ！この居場所にもサンタさんはきます。今年も来てくれました。
お菓子つかみ取りゲームや年齢に合わせたプレゼントを毎年用意して下さる龍ケ崎
市更生保護女性会の皆様や、歌のお姉さん？お兄さんも？去年に引き続き来てくれま
した。大きなケーキやお菓子と一緒に子どもたちにマックカードを届けて下さった方
もいます。美味しいスイートポテトを作って届けて下さった方もいました。又、クリ
スマスに合わせて遠くから荒巻鮭やハム、蟹、お肉等心一杯送ってくださった方も居
ました。本当に多くの方々から支えて頂き子どもたちの支援が成り立っています。
ありきたりの言葉ですが、やっぱり「ありがとうございます。」しかないのです。
こんなに多くの方々から支えられていても、
それでも、サンタさんは「嫌いだ！」というこの子が、いつか家族の為にサンタにな
って枕元にプレゼントを置く温かい日々を送って欲しいと願います。

12 月 24 日子どもたちにプロバスケット観戦チケットのプレゼントを頂きました。
みんなお揃いのチーム T シャツを着ています。
みんなの T シャツもご支援者の方がご用意し
子どもたちにプレゼントしてくださいました。
めったに写真を撮らせてくれない子どもたち
が
が珍しく皆並んで写真を撮らせてくれました。
試合を観た後は、土浦水郷公園のクリスマス
イルミネーションを見てきました（寒かった！）
子どもたちに、こういう機会を作って下さり
感謝！です。楽しい後子どもたちを家に送り
届けましたが、家には現実が待っていました。

いろいろなコト
年末年始に子どもたちの家に食料宅配、今年も 12 月 31 日いってきました。
毎年変わらない風景です。どこの家にも年越しのお料理もなければお年玉も無い
中学生や小学高学年ともなれば友だちに誘われてお正月遊びに出掛けたりもする
年頃・・・お年玉がないこの子たちは友だちの誘いを断らなければならないです。
どんな断り方をするのでしょう…か。
どんな断り方をしたとしても、
「うそ」を話さなくてはならないのだと思います。
そういう場面が生まれてからいっぱいある子どもたちです。
その嘘を話さなければならない、嘘をついているという積み重ねが、
「僕は僕でいい。
」って思えない・・・のは当たり前ですよね。
「嘘をつく子はいけません。」と、教えてもらいながら大人になっていくので。
1 回だけなら…今回だけなら…今年だけなら…毎年の事でなければ…
いつもじゃなければ…時たまなら…平気かもしれない…ですね。
クリスマス、お正月、お誕生日、遠足、修学旅行、日常の生活…の中でいつもいろ
んな我慢と嘘がついて廻る環境下で大人になっていく子どもたちです。
この我慢のその先に「どうせ…私なん…とか、何もかも面倒くさ！」
となってしまう子どもたちがいて、その投げてしまう、停めてしまう心が
大きな未来には、希望や楽しみや豊かさがあるのだと感じさせてくれません。
大人になったら何とかなる！事が伝わらず…大人になるまでの今がきついのです。
クリスマスイブに一日中子どもたちと一緒に過ごした後、スタッフが子どもたちを
家に送り届けました…が、送り届けた先の家々は、電気もついていない真っ暗な場
所です。ケーキもプレゼントもない家に兄弟で帰って行く後ろ姿に、あらためて本
当にしんどい子どもたちばかりなのだな…と心がギュッとなります。
生まれながらにして愛情豊かに大切に育てて貰える、そんな環境に生まれる子もい
ます。なので思うのです。その豊かに育った子たちが大きくなった時には、その豊
かさを独り占めせず、豊かに育ったその豊かさを、そうでない人々に分ける事を自
分たちの使命だと、当たり前に思える人の世界であって欲しいと思ってしまいます。
そうすれば、世界の国と国の格差も社会格差も解消されるのではないのかと…
真面目に考えてしまいます。

みら塾

毎週月曜日と水曜日

午後 6 時～9 時

みら塾には現在、中学 3 年生が 11 名。
3 月の県立高校の入試に向け、みんな頑張って勉強しています。1 月に私立高を受験する生徒もい
ますが、練習のための受験で、全員県立高を希望しています。生徒たちの頑張りを応援しようと、
冬休み中の 2 日間、3 年生だけの塾を開催しました。私立高校や県立高校の過去問題をテスト形式
で行い、みんな真剣に取り組んでいました。体調に気をつけて入試に向けて頑張りましょう。
夏休み前に、龍ケ崎市内の学校から「みら塾の案内」を配っていただきました。塾を希望する生徒
からの問い合わせが多数ありましたが、ボランティアさんの人数などの関係で希望者全員を受け入
れる事は無理です。中学 3 年生を優先し、何人かには待ってもらっています。
子ども達と一緒に勉強をしてくれるボランティアの方はいませんか？
お知り合いの方にも、ぜひ声をかけていただけないでしょうか。
いば☆きら阿見教室

毎週土曜日

午後 1 時から 4 時（夏は 5 時まで）

一年が過ぎるのは早いもので、今年のいばきらは、会場の都合もあり１２月１
６日が年内最後となりました。「もうすぐ冬休み！」というのもあって、
子ども達もいつもよりソワソワ。なので持ってきた課題を終わらせたら、学び
ボランティアさんが編み物を教えてくれる事になりました。「やってみたい！」
と最初に手を挙げたのは小学５年生の女の子です。編み物初めてのスタッフも
一緒に、早速編み棒の持ち方や毛糸のかけ方等を教わって編み物開始！でもな
にせ初めての事、なかなか苦戦していました。
横ではボランティアで来てくれている大学生男子も編み棒を持って 挑戦していましたが、「これ
は難しいですよ！」と、こちらは結局途中棄権しました。
「あれ、これでいいのかな？」
「あっ！一
個抜かしちゃった！どうしよう！」あれこれ言いながら、教わりながら 5 年生ががんばっていると、
課題を終えた 6 年生女子も参加。さらに他のスタッフ、ボランティアも加わり、あたかも「いばき
ら編み物クラブ」発足？帰る時間まで「難しい」と言いながらも楽しそうでした。勉強はもちろん
頑張っています！ でも勉強の合間に、こうして勉強以外の事でおとなと子ども達がコミュニケー
ションを取っている姿はほのぼのとしてその場の空気を和ませ、さらにこうしたやり取りの中から、
いつもとは違うお互いの一面が見えてきたりもして…
そうやって信頼関係って出来ていくのかなぁ、と思った時間でした。
いば☆きら美浦教室

毎週土曜日

午前 9 時半から１２時半

今日は今年最初の美浦での学習支援でした。中１の生徒二人と中３の生徒ひとりの合計３人の生徒
たちとおとなたち。休憩時間に中央のテーブルに集合。そしてみんなで遊んだのは「英語カルタ」
です。ＣＤからネイティブな英語が流れてきます。それをヒントにしてイラストと英語が書いてあ
るカードを拾います。子どもたちの手が早い！おとなも真剣です。先ほどまで難しい数式を解いて
いた中３生徒も参加して、盛り上がりました！
休憩時間には、時々いろんな勉強あそびをします。大きな黒
板にピザの絵を
学ボラさんが「ピザを使って割り算の計算をしてみよう〜」
ふむふむ、割り算ってこういう事だったの？子どもたち早速
ピザの絵をかいてやってみていました。いろんな工夫をして
学ぶこともまた楽しい。そんな美浦の様子です。

ii 場所・みらサポ

10 月・11 月・12 月＆1 月ちょっとの子ども食堂

下記以外にも、子どもたちのみに軽食を毎週月・水、また月４回の土曜日に提供しています。
10 日 / 12 日

３日（火）

５日（木）

・ゴロゴロ野菜のけんち
ん風うどん
・シンプル塩むすび
・ほっこりカボチャの天
ぷら
・デザート 梨・柿♡

・豚肉とにんじんの塩
昆布炒め
・カボチャとベーコンの
マッシュサラダ
・ゴロっとさつま芋とほ
うれん草のお味噌汁 ・ご飯のお供にふりかけと
・こっくり里芋の煮っころが 梅干し
し
・デザートに梨♡

19 日（木）

24 日（火）

・スペアリブ
・こっくりジャガイモ と
さっぱりインゲン
・ポテトサラダ
・山芋のカレー炒め
・大根のふろふき風

・冬瓜とカボチャと山
東菜のお味噌汁
・はやとうりのお漬物

31 日（火）

・豚肉と鶏肉の２色す
き焼き風丼
・真ん中に福神漬けと
海苔をたっぷりのせて
ちゃんとべっこに味わ
えます！

写真撮り忘れました。

１7 日（火）
子ども達の大好きメ
ニュー
ゴロゴロ野菜とたっぷ
りお肉のシチュ・大根とツナのさっぱ
りサラダ

・ご飯のお供に大根
葉のしょう油炒め
・ザートにほっこり栗

大根の葉っぱもおい
しいょ♪

２6 日（木）
・鶏肉と卵のさっぱり煮
・ピーマンも、さっぱり和え
・やわらか厚揚げ
・大根の煮物
・お新香とかつお節のおむ
・にんじんとハムのシンプル
すび
サラダ
・山東菜のお味噌汁

12 月 21 日（木）クリスマスパーティー

・大根とわかめのお味噌
汁
デザートに柿♡

で～す！！

・ポトフ
クリスマスパーティー
・チキン・蒸し鶏のサラダ・お寿司司

・アイディアサラダ
ハロウィン

・れんこんのサラダ・りんご
・パイナップル・みかん・バナナ
・クロワッサンサンド・クッキー
・スイートポテト・ケーキ

なので・・
ロールケーキや
洋風どら焼き等
美味しいデザート

11 月のメニュー
2（木） ・ほかほかあったかシチュー・レタスとちくわとスクランブルエッグのサラダ
・大根の三色三味お漬物・さつま芋とリンゴの甘煮・デザートに柿♡
7（火） ・天かすとワカメたっぷりのにゅう麵・さつま芋の天ぷら・おろし山芋の磯部揚げ・スイートポテト♫
9（木） ・ボリューム満点中華丼！ゆで卵のせ・ワカメとネギのお味噌汁・大根のさっぱり漬け
・柿とぶどうの二点盛り♡♡
14（火） ・ド～ン！とでっかい油揚げがのったけんちん風うどん・カボチャのクリーミーサラダ
・小松菜の炒め物・天かすむすび
16（木） ・焼肉丼・白菜とネギのお味噌汁・はぐらうりの浅漬け・ざく切りトマト・ふかし芋
21（火） ・生姜焼き丼・さつま芋ときゅうりのサラダ・白菜のお味噌汁・ゆず大根・柿
28（火） ・今日はお餅の日

からみ餅・きな粉餅・甘辛しょう油餅・しょう油マヨネーズ餅

・具だくさん澄まし汁・柿
30（木） ・カレーライス・白菜とツナのサラダ・ネギと大根のお味噌汁

1 月のメニュー
９日（火）
野菜たっぷりお雑
煮
塩むすび＆味付け
海苔はセルフでね
焼き鮭
デザートは りんご
子どもたちにとって
今年初めての
お餅でした。

おめでとうございます。
子ども食堂・・・始まりました。

１１日（木）
白菜たっぷり
クリームシチュー
(山芋入れてみたら good!)
白菜とツナとコーンの
サラダ
唐揚げ
りんごとさつまいもの甘煮♡
お好みでシナモンシュガーを
かけ て

1６日（火）
お汁粉だよ。

白菜とネギの炒め物
切り干し大根の煮物
１３ 日に 頂い た自家製
の
切り干し大根です

１８日（火）
今日のおかえりなさい
おやつ
チョコパン·バナナ·干し
芋·プチシュー

·今日はカレーの日
大根·白菜·ネギがカレ
ーとドッキング!意外だ
けど味はグー
·大根・キャベツと かに
缶のしょう油マヨサラダ
·大根葉の甘辛炒め

いつも、いっつも子どもたちの為に、
多くの方が食品を寄付してくださいます。

ありがとうございます。
ホームページ上で頂いた寄付を紹介させて頂いております。
直ぐに掲載できない時もありますが、必ず紹介させて頂きます。

今日の夜食
大根葉の甘辛炒めを入
れたおにぎり
夜の運動部でいっぱい
遊んでくるので小腹が
空いちゃいます。
育ち盛りの子ども達で
す(^o^)

！
（株）クーロンヌジャポン様が、茨城県内各店舗において
ハッピークッキーコーナーを作って下さり、クッキー売上金の
一部を子どもたちにと１月１１日みらサポにて頂きました。
コーナー準備をしてくださったクーロンヌジャポン様のスタッフ
やクッキーを購入してくださった多くの方々の温かい心に感謝

