
2018年 2月 3月 4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 

 

5月・6月・7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  14：00～17：00 

美 浦「いばきら塾」土曜日   9：30～12：30 

みら塾  お休みは、 5/2(水) 5/7(月) 7/16(月)です。 

阿 見「いば☆きら塾」のお休みは、ありません。 

美 浦「いば☆きら塾」のお休みは、ありません。 

 

いろんな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 １５：００〜２０：３０ 

           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 

そんないろいろな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。 

 

2 月 3 月 4 月に子どもたちにご支援してくださった方々              順不同です。 

     

安藤  博    様  飯野  満   様   岩本 雄一  様  伊藤  裕   様  五十嵐 興治 様 
内田  真    様  大貝 隆一  様   大竹 けい子 様  大内 篁    様   川浦 きくの 様 
河合 直之   様   金丸 ミドリ 様   鹿島 睦美  様    菊田 さと子 様   菊地 雅美   様 
木元 清隆   様  熊川 幸子  様   栗屋  勲   様    國枝 光子  様   小林 伸光   様 
小林 千恵子 様  古山  均   様   佐藤 弥生  様    斉藤  猛   様  佐藤 和子   様 
佐倉 徳朱子 様  坂巻 直美  様   坂本 隆司  様    篠田 菖子  様  志村 千草   様 
鈴木 新太郎 様  清山 玲    様   高橋 もも子 様    田中 海斗  様   滝沢 智子   様 
田中 ミツコ 様  筑紫 裕子 様   所 洋子   様    中西 佑介  様   内藤 精一   様 
並木 ハル子 様  西村 てる子 様   根本 彰   様    根本 健樹  様   広居 順子   様 
古市 裕之   様    深沢 幸子  様   三戸 峰代  様    向平 亜矢子 様   山崎 雅昭   様 
山口 弥生   様  山田 俊光  様   湯原 則子  様    吉田 瑞枝  様   吉岡 夏樹   様 
吉川 典子   様    若松 あや子 様   中村  貴 様  中村理恵子 様  カタヤマ  様    
 

㈱クーロンヌジャポン 様     沼尻産業 様  関章商事 様  久光製薬(株)筑波研究所 様  

ラブリー農園 糸永員偉 様   鍵林製菓(株)様    リスカ㈱武藤則夫様    明治安田生命 様 

阿見町ボランティア協議会 様   マルシェ伊藤 様   メリークリスマス 様   もみの木 様 

NPO 法人フードバンク茨城 様  クレッセント 様   妙行寺 大宮孝舒 様   満年喜鮨 様 

龍ケ崎更生保護女性会 一同 様  アマンブリ高倉 様   通学路の安全を守る会 稲川誠一 様 

龍ヶ崎市立城ノ内小学校 職員一同                  ヘアーサロン和 原田・有坂・木元様 

取手市青少年相談員連絡協議会 様        取手ライオンズクラブ 成島信司・堤 浩一郎 様 

 

 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 
 
飯野 満  様  佐藤 耕基   様  古山 均   様  木元 清隆  様  吉田 征樹   様 

吉田 瑞枝 様   福田 俊穎   様  伊藤 ひとみ 様   大畑 祐嗣 様  瀬尾 かつよ  様 

伊藤 裕 様  伊藤 真理子 様  助川 泰   様   藤田 修一 様  小泉 正博 様 

 ＊お断り 前号で小室美智子様のお名前が間違っておりました。申し訳ありませんでした。 
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3 月のコト    場所みらサポ＆子ども食堂 毎週火曜日と木曜日午後３時～８時半 
 

春休みの３月２５日（日）卒業生をお祝いする「お鮨の会」が開かれました。つくば市の萬年喜

鮨の大将・女将さん・お手伝いをして下さる女子大生の方々が、この居場所に来てくださり、子ど

もたちの目の前でお鮨を握って頂けるという日です。子ども達がとっても楽しみにしている文句な

しに嬉しいドキドキの日です！勿論お鮨が楽しみなのは当たり前ですが、実は満年喜鮨さんのお椀

物も美味しくて子どもたちの楽しみとなっています。この様に子どもたちを祝って下さるご厚意が

もう３年も続いています。本当になんとお礼を言っていいか…やっぱり「ありがとうございます！」

の一言に尽きるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

この日嬉しい場面に遭遇しました。今まであまり周囲に関心を持たなかった高１男子が、女将さ

ん達に自ら話し掛けていました。この高 1 男子は、子ども頃離別した父からの虐待で心を閉ざして

いた子です。周囲に関心を示さず、感情表現が苦手な子です。なので、この子が女将さんと会話を

しているそんな何気ない場面に出会う中で思うのです。子ども達はゆっくりではありますが、成長

しているのだという事を改めて感じた日でした。 

 

また、この３月は、それぞれが入学する学校の制服探しです。 

これまで通信や、いろいろな所、色々な機会で制服やジャージの

寄付をお願いしてきました。そのおかげで沢山の制服が集まり

ました。頂いた制服のサイズを子どもに合わせ、ボタンを付け替

え、子どもたちに手渡します。 

みんなホッとした顔で大事そうに抱えて帰って行きました。 

ある子は、制服が嬉しく、その夜は「着たまま寝た」という話を

保護者から伺いました。これも制服を寄付して下さったみな様

のおかげです。「ありがとうございました。」 

こうしてドキドキの春３月が過ぎていき、４月になってもそれ

はきっと続きます。どうか子どもたちみんなが、それぞれの新し

い場所で、笑っていられますように、と思うのです。 

            （i i 場所みらサポスタッフ K・H） 

すごいネタなんだよ！ 

ま・まぐろがとろける～

とにかくすごいんだ！ 



４月のコト 
 

4 月 9 日、春の穏やかな日に市内県立高校の入学式がありました。 

みらサポの子どもの親御さんで入学式に参加できない方がいて、 

そこでスタッフが親御さんの代わりに入学式に行きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の席でその子どもたちの後ろ姿を見ていると、 

本当にみんな大きくなった～。。。。高校入学おめでとう～。 

 

当初「勉強なんかしない！高校なんかいかない！」 

と言っていたのに、あれから 4 年、受験勉強もよくがんばりました。 

高校受験合格した後も、入学のための制服やら教科書やら買えない家庭が多く、 

 

必要書類がいくつもあって、親御さんが外国人で書類を理解できない家庭の子どもたちは、 

書類に自分の字で書いてありました。どんなにか不安だったろうかと思います。 

 

スタッフが「入学式までには！」と、何とか間に合わそうと、みんなの協力を得て、制服のお下

がりを集め、体操服やジャージ等お下がりの名前の刺繍をほどいて付直し、制服のボタンも付け

替えたり、靴やヘルメットやもろもろもろもろ……..こんなにも準備が大変なんだと思いました。 

 

その後、子どもたちに「学校はどう？」と聞いてみると、 

「高校楽しい～！」「中学ではじめて友達ができたよ」と、 

「生」の子どもたちの反応が聞けて、 

なにより嬉しいスタッフでした。 

 

入学式に参列し感無量の居場所スタッフ C でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

いろいろなコト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今日は髪の毛切らない！」って言っていた子も、皆が髪の毛切ってサッパリしてい

るのを見て「やっぱ切りたい！」と、飛び入り参加もにっこり対応して下さり感謝！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 25 日春のお彼岸でした。 

お天気も良く、桜咲く綺麗な季節に春休みの子どもたちと 

いつも子どもたちの居場所を無料で提供して下さっている 

つるちゃんパパ（大家さんを子どもたちはそう呼んでいます） 

のお墓参りに行ってきました。 

子どもたちは、「お水かけるの？」「冷たくないのかな？」 

「つるちゃんママの名前が書いてあるよ？なんで？」等々 

そして墓前で「つるちゃんパパありがとう！ございます。」と 

と手を合わせていました。聞こえたかな子どもたちの声。 

おめでたい！事があったよ。 

ボランティア出張床屋さんが 

な・なんと居場所に来てくれ

たんだ！次回は 6 月来て下さ

るって。みんな楽しみだね！ 



 

みら塾        毎週月曜日と水曜日 午後 6 時～9 時 

 

今年も塾では、桜が満開に咲きました。子ども達皆、公立高校に合格です。子ども達は、色々な思

いを胸に本当に頑張ったと思います。試験が近くなるにつれて、頭が痛い、お腹が痛いと訴える子
ども。試験なんか受けたって絶対に受かりっこない。だって全然とけないんだよ。と、半べそを 
かく子ども。休憩方々、自分が受ける高校には、とっても可愛い女の子がいるんだ。と、憧れを話
しにくる子ども。軽食を用意している台所に、ちょこっと顔を出して、話していってくれました。 
色々な事情から、志望校が限られている中、不安で押しつぶされそうな子ども達を、学びボランテ
ィア（以下学ボラ）の方を始め沢山の方々が、一生懸命支えて下さいました。時には、早く席に戻
って勉強をしないとだめだよと、厳しいことを言われた子どももいました。もうだめだと投げてい
る子どもに、大丈夫だからと言いながら、一つ一つ教えている学ボラの方々。美味しいパンをわざ
わざ届けて下さったパン屋さん。頂いたパンやお菓子を食べながら、学校のこと、勉強のこと、い
ろいろなことを、友人や学ボラの方と話していたと思います。 
高校受験が終わった次の塾の日、学ボラの方々が子ども達の為に、早くから集まって豚汁やおむす
びなどを作って下さり、お疲れ様会を開いて下さいました。いつも温かい目で子ども達を見守って
下さった方々がいらしたからこそ、子ども達が不安を乗り越え、それぞれ頑張れたのだと思います。

この紙面をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 
春休み、高校生になる子ども達は、宿題をもって塾にきていました。また、今年も４月から、新し
い子供達が沢山入塾しています。毎年この時期は、笑顔が満開です。 

 

いば☆きら阿見教室   毎週土曜日 午後２時～５時 
 

阿見いばきら塾は、3 月 17 日をもちまして、昨年度の日程を無事終了しました。学びボランテ
ィアの皆さんはじめ多くの方々に支えられた 1 年間でした。本当にありがとうございました。 

また今年度の受験生 3 名、希望した高校に無事合格しました! 全員に
「桜咲いた」事、本人達にとってはもちろんの事、関わったおとな達にとっ
ても大きな安堵感と喜びになりました。そして 4 月からの新しい場所に笑
顔でいられたら、というのが共通の願いです。でももし何か不安になった

り、心配な事が起きら、またここに来て一緒に話し、時には勉強も出来たら
と思います。そんなふうに気軽に顔を出せる場所であり続けたいと考えて
います。 
17 日最終日、もうすぐ春休み、とあって小学生組もみんなのんびりマイペ
ースでした。そこで、今年度の総決算、と言ったらオーバーですが、お世話
になった方々にみんなで「感謝状」を書きました。折り紙が得意な子がリボ

ンを折ってくれたり、みんなで文章を考えたり、イラストに色塗りしてくれたり、と見事に分担し
て仕上げてくれました。最後に阿見の子ども達から感謝の気持ちをお届けします。 

 

いば☆きら美浦教室   毎週土曜日 午前 9 時半～１２時半 

 

美浦いばきら塾の学習支援は、とても見晴らしの良い２階の部屋で行われて
います。窓辺で机を並べて学習していますが、なんと！霞ヶ浦が見えるんで

すよ！   
昨年度、中３の生徒さんは、目指していた公立高校に合格しました！３月の
美浦いばきら塾の最終日に、保護者の方と来塾されて、「苦手な数学がすご
く伸びてびっくりしました」と保護者の方の弁。そうです、中３の生徒さん、
いつも外の景色を眺めながらじっくりと難しい問題を解いていましたね。合
格が決まって、生徒さんも「安心しました。」と、とてもうれしそうでした。
高校に入学してもまたいつでも美浦いばきら塾に来てくださいね♪ 今年度
も、この見晴らしの良い部屋で学習支援を行います。生徒さんたちが通いや
すいように工夫もしていきます。どうぞよろしくお願いします♪ 



いろいろなお知らせ＆募集 
 

 

【とっても探しています】 
 

男子制服時着用の Y シャツ 

通学カバン 

白い靴下（22 ㎝～27 ㎝） 

 
子ども食堂で食事を作って下さる方 

事務局の事務を手伝って下さる職員 

 

【ありがとうございます】 
 

1 月にもこの通信でお願いしていました各学

校の制服を、この通信を読んで下さった皆様

が、色々な方にお声を掛けて探してくださっ

たおかげで、中学校や高校の入学式に間に合

う事が出来ました！本当に、本当に、心から 

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とは、 

様々な事情から学習塾に通うのが困難な子ども

たちへ学習意欲の向上等の学習サポートや生活

支援を行う事を目的として開設している塾です 

 

阿見町で実施しています「いば☆きら塾」 

龍ヶ崎市で実施しています「無料みら塾」 

美浦村で実施しています「いば☆きら塾」 

 

各々の塾で学習支援ボランティアをして下

さる方を本当に募集しています！しんどい

思いをしている子どもたちの未来を支えて

くださる方が必要です。興味・関心がある方

は、ぜひ事務局まで連絡してください。 
 

ボランティアは、毎回でなくても、また時間も無

理のない範囲で無理のない様にできます。 

 

  塾対象児童・生徒は、 

◇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〜開始 

◇毎週土曜日（美浦）         ９:３0〜開始 

◇毎週土曜日（阿見）        1４：０0〜開始 

ii 場所「みらサポ」こども募集 
 

色々な事情を抱えた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」も実施しています。 

 

『保護者の方の急な残業の時などに安心です。』 
 

送迎申込ができれば、子どもが留守番している家 

や学童への迎えもあり宿題をして夕食を食べて 

少し遊んで 8 時半になったら各自送っていきます。 
 

毎週火曜日・木曜日  1５:０0～20:30 

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） 

******************************************** 

「プレイボランティア」大大大募集中です！ 

子どもたちと一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、 

時に学んだりしてくださる方が不足しています。 

子どもと一緒にただただ遊んで下さる方いませんか？ 

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 

子ども支援を継続してく為には、正会員を増やし

認定 NPO を取得しなければと思います。是非正

会員になって協力して下さい！お願いします！ 

 

正会員と賛助会員の違いは、総会における議決権

があるかないかの違いとなります。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

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 

   ◇問い合わせ先◇ 

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、電話対応は、 

平日 12 時～16 時半までとなります。 

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  

Mail : info@miranet.or.jp 

HP  : www.miranet.or.jp 
で塾・居場所＆子ども食堂の様子がわかります。 

日々の活動がわかるブログをお時間があれば見てく

ださい。 

      

http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E5%8B%89%E5%BC%B7-%E5%AD%A6%E7%BF%92
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ii場所・みらサポ 2・3・4月ちょっとの子ども食堂 
下記以外にも、軽食を毎週月・水、また月４回の土曜日に提供しています。 

 

今日のおかえりなさいお

やつ 
 

・カレーパン、チョコレー

ト、プチシュー、おかき、 

スナック菓子…夕ご飯が

できるまで、おやつを。 

 
 
 
 

 

 
 
 

今日のメニュー 
 

・蟹のほぐし身入り天津飯 

（缶詰じゃないよ、本物の

ずわい蟹） 

・超具だくさん!豚汁 

・とろろ 

 

 

 

 

 
 

 

6日（火） 

·魚肉ｿｰｾｰｼﾞの中華丼!                            

·白菜とさば水煮缶の蒸し

煮 

·ワカメと卵とネギのお味噌

汁 

·ホットケーキミックスを使

って魚肉ソーセージとバナ

ナのフリッター 

 

 

 

 

8日（木） 

・卵たっぷり！親子丼  

・茹でキャベツのさば味

噌乗せ 

・ネギとキャベツに油揚

げいっぱいのお味噌汁 

・白菜と塩昆布の浅漬け 
 

 
 
 

 
 

・デザートはバターで炒

めたリンゴとイチゴのコ

ラボ 

13日（火） 

・おっきな油揚げが乗った

きつねうどん 

・パンバイキング 

・魚肉ソーセージのマヨ焼

き 

・野菜たっぷり！マカロニ

サラダ 

 

 

 
 

・デザートはチョコレート

と、北海道土産のお菓子 

15日（木） 

ネギともやしとひき肉の中

華丼 

·コンソメで煮たネギの  チ

ーズ焼き 

·ネギを煮込んだスープを

使ってワカメと春雨のスー

プ 

 

 

 

・人参とじゃがいも、鶏ササ

ミ缶のさっぱりフルーツビネ

ガーサラダ 

20日（火） 

·おっきな豚肉がまんま

乗ったお好み 焼き! 

·ご飯も食べたい人には 

鮭むすび 

·シメジとネギが入った具

だくさんお味噌汁 
 

 
 

 
 

·チョコバナナ 

·みかん缶 

22日（木） 

· 焼き鮭 

· 粕汁風味噌汁 

鮭のアラで出汁を取り、

酒粕の代わりに豆乳を投

入(^^)v アラについてた身

もしっかりほぐして入って

ま~す 

 

 

 

· 大根とワカメとツナのさ

っぱりサラダ 

27日（火） 

豪華骨付き鶏肉で香ばし

しょう油のパリパリ焼き! 

·春らしい彩り大根と人参、

白菜の梅マヨサラダ 

·白菜と大根、油揚げのお

味噌汁 

·ひな祭り一足お先に桜餅 

 

 

 

 

 

３月のメニュー 

1（木） ・ちらし寿司  ·ソース味の野菜炒め  ·お豆腐のお吸い物 

6（火） ・お赤飯   ・大根と人参、鶏肉のこっくり煮物   ・青菜と鶏肉のマヨ炒め  

8（木） ・ロコモコ風丼  ・鶏肉のこっくり煮  ・白菜とキャベツとソーセージのスープ 

13（火） ・スープカレー ・パンバイキング ・ハムとほうれん草のソテー ・菜の花の辛子しょう油合え  

15（木） ・お稲荷さん  ・野菜炒め  ・ほうれん草の胡麻和え  ・青菜のしょう油マヨネーズ和え  

・茹で鶏のバンバンジーサラダ  ・具だくさん豚汁 

20（火） ・オムライス ・ナスの味噌煮 ・大根のふろふき風 ・青菜と菜の花のおひたし 

    ・白菜とキャベツ・人参のコンソメスープ 

22（木） ・焼き魚 サンマとホッケとサバ ・里芋の煮っころがし高野豆腐入り ・ほうれん草のおひたし 

    ・摘果メロンの浅漬け ・具だくさん味噌汁 

27（火） ・お蕎麦（かき揚げ、大根おろし、とろろ）・大根葉のしょう油炒め 

・山芋のさっぱり梅干し入り酢じょう油合え ・びわのプチケーキとさつまいもにパイナップル 

29（木） ・大根と豚肉、人参・しいたけも入ったこっくり煮物  ・がんもの煮物  ・牛肉のプルコギ 

    ・ゴロゴロ卵のマカロニサラダ   ・菜花のおひたし    

  

 

2月 1日（木） 



4月 3日（火） 

・今日のシチューはオシ

ャレ仕様♡♡  厚切り食

パンをくり抜いて器にしち

ゃった（＾０＾） 

・初物登場！！ 

たけのこと油揚げの煮物 

・山東菜と油揚げの煮び

たし 

 

 
 

 
 
 

5日（木） 

・ネギのチーズ焼き 

・サバの水煮のしょう油マ

ヨネーズ和え 

・サバの味噌煮 

・菜花ときのこの炒め煮 

・山東菜と人参とネギのコ

ンソメスープ 

 

 

 

 
 

10日（火） 

・お赤飯 

・焼き魚 いろいろな種類

の中からお好みで♪ 

・鶏肉の玉ねぎソース焼き

（玉ねぎドレッシングに漬

け込んで焼いた鶏肉はや

わらか激ウマ） 

・豚汁 

 

 

 

今日は写真、お

休みです（＾＾”） 

 

12日（木） 

・ちらし寿司とごまみその

焼きおにぎり 

・レタスと茹でたジャガイ

モのサラダ（ドレッシング

は豪華に２種類がけ） 

・たけのことふきと絹揚げ

のこっくり煮物 

・シンプル！とろろのお味

噌汁 
 

 
 
 

 
 

・デザートはぶどうゼリ

ーとフルーツてんこ盛

り♡♡ 

17日（火） 

・山芋たっぷり！ネギもた

っぷり！お好み焼き 

・ふりかけむすび 

・山盛りたけのことジャガ

イモとネギのお味噌汁 

・栄養満点！豆乳甘酒の

スムージー風デザート♡ 

 

 

 
 

 

19日（木） 

・トーストに豪華３種ジャム

乗せ 

・たけのこと鶏肉のチーズ

焼き味付けには焼肉のた

れ＾＾ 

・塩昆布とバターで和えた

パスタ 

・大根ときゅうりとトマトとツ

ナのサラダ 

 

 

 

 
 

・デザートはみんな大好きチ

ョコバナナ！ 

・子ども達には差し入れのゼ

リー 

子ども食堂のあれやこれや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

子ども食堂は、とっても賑やかです。 

給食が唯一の食事だった子どもたちは、ここで大きくなりました。 

 

小学校 6年生からここに来てくれていて、今は高校 2年生になった子が「僕の身体はここのご飯でで

きている！」って笑いながら言っていたのを、聞き逃さなかったスタッフたちです（笑） 

 

毎回（週 2回）子どもたちは１５～１８人程の利用ですが、今年で５年のこの居場所＆子ども食堂へ 

雪の日も雨の日も必ず来てくれる子どもたちです。子どもの 5年間は凄まじいものがあります。 

小学校４年生でとても小さな女の子、今は中学３年生の素敵お姉さんになりました。 

5年生のとてもやんちゃで、スタッフに悪態（笑）ばかり投げ捨てていた男の子も、今年無事立派な高

校１年生になりました。「うるせぇ！」「うぜぇんだよ！」しか言葉を発しなかった子が、何かある毎に

「お～ありがとな」と言えるほどに。また、高校は行かない！と言っていたので高校入学は何より安堵

したスタッフです。 


