平成30年度活動報告
活動月
小学生
4月

継続活動内容
川東 毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ
川東

中学生 川東

食・物資の支援
食の支援 1回

新規事業
4/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

その他
3/12ふるさと納税課より返礼品

毎週火曜日

4/19みやざき子ども未来ネットワーク会合

毎週水曜日・土曜日

4/26都城市「子どもの食育支援事業」会合出席

ロボットプログラミング教室
小学生
5月

4/27利用会員と都城市へ同行

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食の支援 1回

5/8ジャパンミート様へ感謝状

川東

毎週火曜日

フードバンク事業①

5/16園田グリーンセンター様へ感謝状

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

都城市「子どもの食育支援事業」委託事業開始

5/18宮大依頼Swing-By：ﾌｧｰｽﾄｷｬﾝﾌﾟにてプログラミング教室

5/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

5/24みやざき子ども未来ネットワーク会合
5/29総会
5/30MRT取材

小学生

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

川東

毎週火曜日

中学生 川東
6月

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

食の支援 1回

6/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

6/1宮大依頼Swing-By：ﾌｧｰｽﾄｷｬﾝﾌﾟにてプログラミング教室
6/12みやざき子ども未来ネットワーク湯浅誠さん来訪にて会合

宮崎市内より米寄付

6/13みやざき子ども未来ネットワーク食堂部会（新富町）

おてらおやつくらぶ寄付

6/14みやざき子ども未来応援フォーラム2018都城市と参加

うさぎカフェさん寄付

6/22スキルアップ講座開始 年間48回開催（助成金事業）

6/19MRT取材 教えてみやざき！

優企画様担当

6/20子育てネット協議会
6/29都城市子ども基金前年度報告

小学生
7月

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食の支援 1回

7/3スキルアップ講座（Word講座開始・全12回）

7/4みやざき子ども未来ネットワーク会合

川東

毎週火曜日

7/24宮島様米2袋

7/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

7/17子どもの未来アンバサダー講習会（福岡）

夏休み 食育事業（月～金）弁当提供

7/18みゆき学園・SSWと訪問

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

三股町社協応援

7/23みやざき子ども未来ネットワーク会合

7/31 小学生 夏の体験学習
小学生
8月

7/26内閣府子どもの貧困対策 監査にて来訪

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

食の支援 1回

8/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

8/1みやざき子ども未来ネットワーク会合

川東

毎週火曜日

フードバンク事業②

8/16スキルアップ講座（給与計算開始全9回）

8/17、21和歌山県職員より相談

毎週水曜日・土曜日

スーパー大浦様寄付

8/20 シンポジウム MJ

8/16MRTラジオ・ドキドキナビ

9/13みやざき財務局
備蓄用缶詰寄付

8/21 GIS南九州（株）職場見学・ﾄﾞﾛｰﾝ体験

8/31みやざき子ども未来ネットワーク会合

中学生 川東

ロボットプログラミング教室

夏休み 食育事業（月～金）弁当提供

ふるさと納税返礼品寄贈

小学生
9月

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

川東

毎週火曜日

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室
小学生

川東

毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

川東

毎週火曜日

中学生 川東
10月

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

食の支援 1回

9/7スキルアップ講座（弥生会計全10回）

9/5みやざき子ども未来ネットワーク会合

9/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

9/8和歌山県職員より相談
9/11 WAM 事業中間報告提出

日本米穀小売商業組合連合
会（日米連）お米券寄付

食の支援 1回

10/11 イオン黄色いレシートキャンペーン
10/30 キッズドア学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座

10/5都城市議来訪8名
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

10/10みやざき子ども未来ネットワーク会合
10/11コンプライアンスリーダー研修登壇
10/16NHK見学
10/17たでいけ至福の園訪問
10/23和歌山県職員より相談
10/31宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修in日南 実行委員

活動月
小学生
11月

継続活動内容
川東 毎週月曜日e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ
川東

中学生 川東

食・物資の支援
食の支援 1回

毎週火曜日
毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

11/13 キッズドア学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座
11/29ベジエイト野菜
引き取り

バザー・冬物取り扱い

11/16 スキルアップ講座（Excel講座全12回）

プ
講
座

その他
11/6 志和地中学校訪問
11/7みやざき子ども未来ネットワーク会合
11/21「女性に対する暴力をなくす運動 」期間 啓発活動参加

11/20 キッズドア学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座
11/21 キッズドア学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座

小学生 川東

毎週火曜日

食の支援 1回

12/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

12/1バザー&子ども食堂&ジャズ演奏会

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

フードバンク事業③

12/21 宮大依頼Swing-By：ﾌｧｰｽﾄｷｬﾝﾌﾟにてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室

12/5みやざき子ども未来ネットワーク食堂部会
宮崎県食品ロス受渡

ロボットプログラミング教室
12月

新規事業
11/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

受験生向け 冬期学習支援実施

12/25ふるさと納税返礼
品寄贈

12/6人権擁護委員協議会来訪
12/14南九州大学卒論協力

都城給食センター様寄付

12/15宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修in宮崎 実行委員
12/18食でつながるフェスタ実行委員会
12/20都城市学習支援連絡協議会

1月

小学生 川東

毎週火曜日

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室

食の支援 1回

1/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

1/9食でつながるフェスタ実行委員会

1/18 宮大依頼Swing-By：ﾌｧｰｽﾄｷｬﾝﾌﾟにてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室

1/16ジャパンミート様打ち合わせ

1/30中村様お米寄付

1/29都城北ロータリー職業奉仕賞

入学・卒業式・フォーマル着準備
小学生 川東

毎週火曜日

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

ロボットプログラミング教室
2月

食の支援 1回

2/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

2/1宮崎県社会福祉協議会主催「孤立死防止セミナー」登壇
2/16食でつながるフェスタin宮崎

那須様お米寄付

2/19スーパー大浦様感謝状

2/25宮島様 米2袋

2/19今村工業様感謝状

都城給食センター様寄付

2/24らしくバザー（三股町）

アイデンティティ様寄付

2/26ふるさと納税課より寄付
2/26日本情報クリエイト様感謝状

3月

小学生 川東

毎週火曜日

食の支援 1回

ロボットプログラミング体験会

3/1City FM取材

中学生 川東

毎週水曜日・土曜日

3/25宮島様 米2袋

3/11 イオン黄色いレシートキャンペーン

3/4地域福祉推進大会参加

ロボットプログラミング教室

3/4日本情報クリエイト様感謝状

入学・卒業生に向けた進級の祝い

3/6子ども未来ネットワーク会合
3/13フローレンス宅食会合（三股町にて）
3/16鹿児島県子ども食堂来訪
3/18都城市子ども課来訪
3/19利用会員さんジャパンミートへ就活支援
3/20イオン黄色いレシート活動報告書提出
3/22都城子ども未来応援連絡会出席

