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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

雨の季節がやってくる・・と思い出す光景がある。まだその頃は、みら塾と子ども食堂が同じ日に
実施していた頃だった。当時小学校 4 年生の子が此処に通い始めて初めての雨の日の事。裸足にス
ニーカーを履いて、スニーカーの上をスーパーのレジ袋で覆ってやって来た。スニーカーも靴下も
1 足しかないから濡れたら明日学校に行くとき困るからと、靴下は家に置いて来て、スニーカーに
スーパーのレジ袋。１足しかないスニーカーが濡れたら困るけれど、それでも夕飯を食べる為にや
って来ていた小さな子も、今はもう中学２年生で大きくなった。スニーカーだって皆さんの支援で
1 足じゃなくなった。靴下もちゃんと替えがある。支援をして下さる皆さまのおかげで元気に大き
く育った。子どもたの未来を支えて下さる皆様に改めて感謝する雨の日。

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

「いばきら塾」土曜日 13：00～17：00
みら塾今月のお休みは、ありません。
いばきら塾は、会場の都合で今月６月２４日は、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

i i 場所みらさぽ（子ども食堂）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。
最近宿題や勉強をしてから遊べるようになりました・・・道のりは長かった。
５月子どもたちにご支援してくださった方々

順不同です。

小林千恵子様
屋代一樹様
鈴木文子様
三戸峰代様
根本 彰様
金丸みどり様
三浦智恵様
大貝隆一様
串田照子様
中村 貴様
大川けい子様
綾部裕子様
志村千草様
杉村悦子様
岩沢 信様
川口みや子様
古橋雅子様
塚本友美様
佐藤和子様
斉藤 猛様
熊坂 理栄様
延賀公江様
鈴木敏子様
染谷様
熊倉 誠様
NPO 法人フードバンク 茨城様
通学路の安全を守る会・ 稲川 誠一様
クレッセント様
妙行寺大宮孝舒様
ラブリー農園・糸永員偉様
マルシェ伊藤様
※今月正会員になってくださった方々 ☞
佐藤和子さま
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。」

《修学旅行行ってきたゾオ～》
中学生の子どもたち、無事みな修学旅行から帰ってきました～。
「どうだったの？」
「おかえり～」
「楽しかった？」私たちスタッ
フにお菓子のお土産を買ってきてくれた子。何も買わず、おこづ
かいを全然使わなかった子もいて。何か困ることはなかったのか
な？
スタッフはいろいろ心配していたのですが、子どもたちの顔をみ
たら、何だかホッとしました。
すごく早起きして、友達と行ったことのない場所に行き、見聞きし、初めての人達と出会い、どんなコト
があったのか。子どもたちの胸の中はきっとまたひとつ経験という宝物ができたかな～。
5 月のカンボジアのご報告ですが、カンボジアの子どもたちの現状をありのままにご報告できずにいた為
（セツナ過ぎてまとめられなかった…）６月号の発送が出来ずにいました！本当に申し訳ありませんでし
た。

いば☆きら塾便り
梅雨ですね～。
いつの間にか日差しも強くなり、梅雨が明ければいよいよ夏本番です。
（すみません昨日梅雨明けました。）
毎週土曜日、いば☆きら塾にやって来る子どもたちも「暑い～！」と言って入ってきます。
特に毎回一番乗りの姉弟は、自転車にのって来るので汗だくです。
まずは、お茶で水分補給し、勉強に入る前、それまでにあった出来事やゲームの話でちょっと一服。
他の子どもたちも同じ様にちょっとの間、友達やおとなとおしゃべりしたりして休憩した後、
それぞれの課題に取り組み始めます。
そんな中、プチブームになっているのが「漢字しりとり」。ルールは普通のしりとりと同じですが、
１つ大事なのは、「次の人が答え易い漢字を書く」こと。続かない漢字はＮＧです！写真はある日
の「大学生 vs 小学５年生」のもの。
左上から始まり右へ渦巻のように進んで、
見事ホワイトボードいっぱいになりました。
最近のいばきらは,大学生のボランティアも
増えてきて、こんな対戦も見られます。
「次の人が答え易い漢字」って意外と難しく
現役の大学生でも悩んでいたり…
「おとなの脳トレ」とも言えるかも。
子どもたちにとっても机に向かっての
勉強に疲れた時、数人で向かい合って座り、
ホワイトボードを回しながらの「漢字しりとり」は、「動き」があって楽しいようです。
子どもには「動きのある漢字の勉強」になり、おとなにも「脳トレ」になって…これがほんとの
「一石二鳥」？物は試しで、まずは「七夕」から始めてみませんか？
By スタッフ

みら塾
6 月 26 日 塾の後、21 時から「ボランティアミーティング」を行いました。遅い時間にもかか
わらず、9 名の参加。塾の状況、子ども達の様子、学習の進め方などを話し合いました。
・龍ケ崎市広報誌に生徒募集が載りました。
・総体が終わると中学 3 年生が増えるよね。
・◯さんは、数学を頑張っているね。
・積み重ねの数学と英語はどう進めればいいかな。
・◯さんは、学校でこんなことがありました。
・夏休みの高校見学は、◯さんは◯◯高校へ行きます。
・子ども主体の学習支援だよね。
などなど。。。
まだまだ話はつきなかったのですが、遅くなるので終わりにしました。皆さん真剣に子ども達に向
き合ってくださっています。ボランティアの皆さんがいるので、塾が続けられます。本当にありが
とうございます。子ども達には、ここでいろいろな人と関わり、いろいろな考えを知って成長して
いってほしいなと思います。
毎年、夏から中学 3 年生が増えます。そうすると、学びボランティアさんが足りなくなります。子
ども達に勉強を教えてくれる方、いませんか？知り合いの方にも声掛けをお願いします。

いろ~んな情報（６月情報）

【

探しています！

】

【その他の募集】

・ガスコンロ（プロパン用）

阿見・美浦近隣の募集！

・シングルベット
・カーテン

ライティングデスク、本箱、本やノート、衣類な
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。

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
決まった時間に毎週１回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
まで問合せください。

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。

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。

◇小学生４年生～中学生３年生まで（原則）

◇毎週火曜日・木曜日

◇毎月曜日・水曜日（龍ケ崎地域）18:00〜

◇１８歳までの児童・生徒

◇毎週土曜日

◇対象地域は県南地域全域（一部をのぞく）

（阿見）

13:00〜

17:30～20:30

◇所得制限があります。

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。
会員になって私たちの活動を
応援してください！

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◇
特定非営利活動法人

年会費👉正会員
３,000 円
年会費👉賛助会員１口１,000 円

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。
正会員と賛助会員の違いは、総会における議決権 （時間外は留守番電話対応となります）
があるかないかの違いとなります。
〒301-0847 龍ヶ崎市城ノ内３―２－２
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
電話：FAX ０２９７-６２-８９３２
お手数をお掛け致しますが、下記口座へお願いし
ます。
Mail:miranetto2000@yahoo.co.jp
郵便 00190
7
565818
http://miranetto.darumasanngakoronda.com/
ＮＧＯ未来の子どもネットワーク
HP で塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。

ii 場所・みらサポ

５月の子ども食堂

下記以外に、子どもたちのみに軽食を毎週月・水、また月１回の土曜日も提供しています。

２日（火）

９（火）

・温泉卵カルボナーラ
・新玉ねぎのサラダ
・落花生入りひじき
・お味噌汁

・ツナマヨのお結び
・鮭ライスバーガー
・コーン入りちぢみ
・春菊和え物サラダ
・お味噌汁

１１日（木）

１６（火）

キーマカレー
・もやしのナムル
・たっぷり野菜サラダ
・カブのスープ

・サイコロステーキ
・トマトソースパスタ
・キムチちぢみサラダ
・青菜和物スープ
・各種フルーツ

１８日（木）
豚丼 里芋煮物
蕗の油揚げ巻き煮
セロリの炒め物
トマトの甘酢和え
スープ フルーッ

２３日（火）
親子丼
カブの浅漬け
鶏肉と絹さや炒め
蒸かしさつまいも
お味噌汁

・

２５日（火）

30 日（木）
グリンピースご飯
玉ねぎのパンケーキ
·肉じゃがグリンピース
玉ねぎベーコンスープ
·しらすと春菊、
大根とラディッシュ、ツ
ツナの和え物
ナのサラダ
·スナップエンドウ
おむすびバイキングとおこわ カツオの南蛮漬け
·ほうれん草と玉ねぎ、
そら豆の塩ゆで
鮭フレーク、しその実、うめ
玉子のス
果物のゼリー
しらすとおかか、塩むすび

