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皆様のご支援・ご協力に支えられて、らしくサポートの活動も今年で 4 年目に突入します。
ホームページや、フェイスブックでは、出来る限り活動の報告をリアルタイムで行うことを務めて
おりますが、改めまして「らしく通信」を通して近況を報告させていただきたいと思います。
開催
2017 年度は事務所が完成し、日本財団の助成を取得できたことにより、パソコンを導入し、
もっと学びたい子ども達の為に学習塾でも使用されているシステムを使って学べるようにと
e-ラーニングも導入しました。当初はパソコンの文字もマウスも使えない子ども達でしたので、
起動に乗せるまでには時間がかかりましたが、小学生の部ではその日を楽しみにしている子ども
達も増えてきました。ただ中学生の部は、受験に向けて時間がなく、学力を少しでも上げることを
目的で通っていますので、パソコンでの問題は理解できても解答が入力できないというジレンマが
発生し、特に受験生には e-ラーニングの良さは伝わらず、初年度はプリント問題に戻る事になりました。一長一短、試行錯誤しな
がらですが、子ども達に寄り添いながら進めていきたいと思っています。
食の支援をはじめとする生活支援では、個人の方から地元企業と大変お世話になっております。2018 年はみやざき子ども未
来ネットワークの食堂部会長を任命され県全域の子ども食堂とのネットワークを取りまとめる役も頂きましたので、同じような支援
団体とも連携を取りながら、一人でも多くの方々をサポートできるような体制づくりを目指して取り組んでいければと思っています。
また今年度は、都城市でも「子どもの貧困」をテーマとしたシンポジウムや、子ども達に寄り添える学習支援コーディネーター養
成講座も実施します。多くの方に現状を知っていただき地域みんなで子育てに参加出来る環境を作れればと思っております。

◆食の支援へのご協力
テレビや新聞を見て連絡をくださった皆様ありがとうございます。
おじいちゃんもその一人で、テレビを見てメモを取り娘さんにスマホで探して連絡
下さり、片道 30 分かけてお米を寄付くださいました。
「来年も元気にお米作りが出来たら持ってくるから」と・・・あたたかいお言葉。
そして、企業様からも「いつでも何かあったら声かけてください」など
二つ返事でらしくサポートのお願いにもご協力頂けることに大変嬉しく感謝してい
ます。皆様から頂いたお気持ちと一緒に、らしく食堂は、毎月 1 回。物資の支援
は 4 ヶ月に一度、この他のご寄付で頂いたものは、らしく食堂の時に随時お渡しし
ています。育ち盛りで食費もかさむので大変助かっていますと喜ばれています。

親のスキルアップ支援 開設のお知らせ
ようやく自立支援の一つの柱として考えていた親へのスキルアップ支援がスタートします。初年度はパソコンや給与計算・
コンピューター会計などです。ひとり親の方は無料で受講できます。6 月より募集開始。詳しくはホームページで！

LINE 開設のお知らせ
らしくサポートの連絡手段として、E-MAIL の他に、コミュニケーションアプリ LINE を始めました。
なかなか時間が取りづらく、連絡しにくい状態を考えたことと、E-MAIL は送受信の料金がかかるのと、パソコンからの受信を
拒否設定されているとなかなかやり取りが進まない状態なのに対し、ラインは、無料で気軽にやり取りできるのも嬉しいか
も・・・との思いです。ホームでは、就労などの情報も掲載していきたいと思っています。

現在利用している子ども達は、小学生が 25 名、中学生が 20 名、計 45 名。
ボランティア講師は、20 名（うち学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6 名）です。
現在の利用状況

【募集会場】

（2018..4現在）

◆小学生の部 （祭日休み） 毎週月・火曜日 17：30～19：00 場所：川東教室
◆中学生の部 （祭日休み） 毎週水・土曜日 20：00～22：00 場所：川東教室・都原こども縁
※費用：塾代 1 名につき月 1,000 円～3,000 円（傷害保険料・その他込）まずは、らしくサポートへお電話を
まずは見学の希望日をご連絡ください。

※みやこばるこども縁の小学生の部は現在受け入れ停止しています
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一緒に活動してくださる方大募集！

Q.利用会員となるには？

詳しくはお尋ねください。

らしくサポートは、学習支援の他に 2020 年から小学生から
必修科目となる「プログラミング教育」も実施しています。
この活動はすべての子ども達に、都会と地方の学力格差を
軽減したいとの思いからスタートしています。
そのあと押しをしてくださっているのが、子どもの貧困対策に
取り組む宮崎市の任意団体「Swing－By（スウィングバイ）」と、都城市の IT 企業
「日本情報クリエイト㈱」です。現在は長期休みを利用して開催しています。
早鈴町のイオン都城にて、毎月 11 日は、「幸せの黄色いレシートの日」という取り組
みがあります。そのボランティア団体にらしくサポートも仲間入りしました。
これは、買い物をすると黄色いレシートが出ますので、このレシートを、応援したい団体
のボックスにご投函いただくと、レシートの合計金額の 1%が各団体の活動費として一
年後に受け取れるというイオンの社会貢献活動です。
当日は、らしくメンバーと会えるかも！？ どうぞご協力よろしくお願いします。

メールでのお問合せで多い質問を
ホームページでもまとめています。
◆学 習 支援 を 利 用 され る ご家 庭
は、塾代が 1,000 円～発生します
が、らしく食堂や生活支援を始めと
する全ての支援が受けられます。
◆利用会員は、年会費 1,000 円が
必要です。学習支援（ 塾） は受け
ず、それ以外の全ての支援が受け
あああ
られます。
生活支援では、ご寄付頂いた衣類
をはじめ、制服・鍵盤ハーモニカ
や、辞書など必要なものを無料で
持ち帰ることが出来ます。
様々な相談も受け付けていますの
で、お気軽にご連絡ください。

■2017 年度、ご寄付・賛助会員のご紹介

ありがとう
ございます

2017 年度を支えて下さった皆様です。本当にありがとうございました。
（お名前掲載は許可の方のみ・順不同）

★らしくメンバーより一言★
毎年、ご支援ありがとうございます。
同じ都城に住みながら、ご挨拶になかなか行
けていないのが心残り…。という事で、今年は
出来る限り皆様にご挨拶もかねてお伺いしよ
うと考えています。事前にご連絡させていた
だきたいと思っておりますので、その際はど
うぞよろしくお願いいたします。

★プレミアム会員とは★

【賛助会員】
㈲エフピーエム様、那須様、㈱竹永通商様、ベジエイト㈱様、蔵満様、
Up-West.com くるま屋 Up-West 様、園田様、㈲都城事務機様、
㈱園田グリーンセンター様、ジャパンミート㈱様、日本情報クリエイト㈱様、
㈱スーパー大浦様、㈱みゆき学園様、㈲栄輪モータース様、㈱秀光不動産様
合同会社松迫間電業様
【ご寄付】
㈱江口工務店様、ＹＯＧＡ３５０様、お掃除コンシェルジュ堀内様、
菓子野町のご夫婦様、五十市駅前簡易郵便局様、めんどり家様
都城商工会議所女性会様、㈱基ファーマーシー様、
都城ロータリークラブ様、日本生命労働組合宮崎支部様、アート・アイ様
【食の支援】
こうの季様、風じん様、ベーカリーキッチン SAKURA 様、福ちゃんポーク様

毎月らしくサポートを支援してくださる企業
新しくプレミアム会員✨2018 年度よりスタート✨
様に感謝の意味を込めまして、2018 年度よ
日本情報クリエイト㈱様、㈱スーパー大浦様、ジャパンミート㈱様、
り新しい支援の形を設けました。
㈱園田グリーンセンター様、㈱今村工業 様
こちらもどうぞよろしくお願いいたします。 この他、お名前の掲載希望されていない方々にも沢山お気持ち頂いています。
ありがとうございました！！2018 年度もよろしくお願い致します。

ボランティア講師・英語講師・スタッフ募集
小中学生の学習指導ができる方、教師を退職された方、
大学・高校在学中、もしくは大学既卒者、塾の講師、上記以
外にも、低学年レベルの宿題を見て頂ける方、児童の良き
理解者として関わって頂ける方を募集しております。
また、私たちと一緒に活動していただける方、らしくサポートの
活動に興味がある方など、合わせて募集しておりますので、
お気軽にご連絡下さい。
◆小学生の部

（祭日休み）

毎週水曜日 17：30～19：00

◆中学生の部

場所：都原こども縁

（他必要に応じて開催）

毎週水・土曜日 20：00～22：00 場所：川東教室
毎週火曜日
20：00～22：00 場所：都原こども縁
月に１～2 回、交代制で携わっていただいております。
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電話 36-5131（受付時間 14：00～19：00）
メール info@ rashiku-support.org（24 時間受付）
※携帯メールの方は、パソコンからの受信拒否を外して下さい。

2018 年度新規・継続 会員募集中です。
お預かりした会費や寄付金は、子ども達の為・活動の運営に、
大切に使わせていただきます。
都城近隣の子ども達の為に、ご協力よろしくお願いします

賛助会員のご案内
プレミアム会員

1口10,000円～/月

賛助会員法人（団体）

1口10,000円/年

賛助会員個人

1口3,000円/年

賛助会員申込書に必要事項をご記入の上、FAX もしくは、
郵送後、お振込みをお願い致します。
※賛助会員法人（団体）様で、らしくサポートホーム
ページに掲載希望の方はお知らせください。

寄付金募集
ご寄付についての金額は問いません。

【銀行振込】宮崎銀行 都北町支店（308）
普通 144861
【振込先名】一般社団法人らしくサポート

