ひとり親家庭を支援するための情報紙
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今年度は、子供の未来応援基金を活用しひとり親家庭や生活困窮家庭の子ども達の学習支援だけではなく、生活支援を
最重要課題とし、親の自立に向けたスキルアップと、活動自体の協力者を募る為、NPO 法人キッズドア（東京）から講師を招き、
子ども達や親への適切な接し方などを学ぶ養成講座を実施し、ひとり親家庭や困窮家庭の子どもとの接点や経験のない人も寄り
開催
添えるよう人材育成事業に力を入れております。
また、活動 5 年目に突入する中で、子どもの貧困が
社会問題となっている中でも、なかなか地域に周知・
理解されない問題を打破したく、日本大学より講師を
招き 8 月 20 日（月）にフォーラムを開催致ししました。
宮日新聞にも取り上げられましたが、
おかげ様で、120 名の方々にお越しいただくことができ
ました。今回フォーラムへの協賛にご協力いただいた
企業や個人の皆様には、大変感謝しております。
末冨教授の
「都城の子ども達は幸せですか？」の問いに、
都城は幸せです！と胸張って言えるような環境づくり
を目指して今後も活動を充実していきます。

◆親のスキルアップ支援
自立支援の一つの柱として長年考えていた親へのスキルアップ支援。
生活安定のために、就活にも有利で実践で役立つスキルを身につけて頂こうと、優企画の
キャリアコンサルタントの高濱 優子氏にもご協力いただきながら、始まりました。
今年度は、第 1 回パソコン Word 講座、第 2 回目 給与計算実務 基礎講座、
第 3 回目 弥生会計 コンピュータ会計 初級講座、第 4 回目 パソコン Excel 講座を計画し
開催しております。11 月現在第 3 回まで開始・修了しており参加人数は 20 名とな
っています。スキルアップ修了後は、在宅ワークなどで仕事を紹介できるような仕組
み作りを作っていければと思っています。
1・2 万でも仕事を提供してくださる企業様も随時募集していますので、お気軽に
ご相談ください。よろしくお願いいたします。

★ お知らせ ★
★みやこばるこども縁と協働で学習支援を行っていましたが、今後は社会福祉法人みらい創造舎と連携を図ることとなりま
した。ほとんど変わりはないのですが、変更点は学習支援の申込窓口が別となり、物資や食の支援などらしくサポートの生活
支援を利用する場合には、らしくサポートの利用会員への登録が必要となりました。
★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。気軽にやり取りでき、就労や
イベントなどの情報も掲載しています。大切な情報は個別に対応にしています。

現在学習支援利用している子ども達は、小学生が１３名、中学生が 15 名、計２８名。
ボランティア講師は、26 名（うち学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 16 名）です。
らしくサポートをご利用頂いている世帯は全世帯で 54 世帯です。（うち生活支援のみの利用者は 35 世帯）
【募集会場】まずは見学の希望日をご連絡ください。
◆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
※費用：塾代 1 名につき月 1,000 円（傷害保険料・その他込・兄弟割あり）
◆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
※費用：塾代 1 名につき月 3,000 円（傷害保険料・その他込・兄弟割あり）
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私たちと一緒に活動してくださる方大募集！
FACEBOOK で随時活動更新中✨

Q.らしく会員となるには？
◆学習支援を希望される場合
塾代が（1,000 円～）必要です。
食の支援や生活支援を始めとす
る全ての支援が無償で受けられ
ます。
◆学習支援は必要ない場合
食の支援や生活支援等のみ応
援してほしい方は、利用会員に
登録となります。年会費 1,000 円
あああ
が必要です。
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、柔道着・辞書などのほか
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。

今年度は、都城市の食育支援事業の応援を受けて
夏休みは、平日月～金曜日に、「孤食をなくそう」と
お弁当の支援を行いました。お母さま達も大助かりで、
感謝され、子ども達も「今日は何かな？」ととても喜んで
いました。期間中には、学校関係の方からも「給食しか
食べていない子どもの夏休みが不安で…」とのご相談も
あるなど、必要性を感じた期間でした。
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」買い物をすると黄色いレシートが出ます。
このレシートを、応援したい団体のボックスにご投函。
活動費として一年後にレシートの合計金額の 1%が受け
取れるというイオンの社会貢献活動に参加しています。
応援・ご協力よろしくお願いします。

■子どものためにつながろう！都城の大人たち フォーラム協賛のご紹介
おかげ様で無事に終了することが出来ました。 ありがとうございました。
（順不同）

★フォーラム後の懇親会★
８月 20 日のフォーラム後の懇親会では
らしくサポートを応援してくださって、
地域のことを熱心に考えている皆様と楽
しいひと時を過ごすことが出来ました。

（株）アイワホール様、（株）今村工業様、（株）江口工務店様、(有)エフピーエム様、
careerPeko 様、ジャパンミート(株) 様、(株)スーパー大浦様、住友生命保険総合会社
宮崎支社都城みなみ支部様、社会福祉法人相愛会様、(株)園田グリーンセンター様、
特別養護老人ホーム高城園様、(有)天水不動産様、肉のふくしま様、日南こみぞ眼科
様、日本情報クリエイト(株) 様、遺品整理・就活ははのて様、ベジエイト(株)様、あおぞら
整骨院様、(株)アクレス様、Anera Hair 様、(有)石井石油様、ホテルウィングインターナ
ショナル都城様、医療法人社団田中会久保原田中医院様、特定非営利活動法人さら
だ様、(株)竹永通商様、段畜産様、永倉建設様、(有)橋口電業様、(有)ひろせ本店様、
フォレストマスターズ様、マサルオート様、office わかな様、(有)宮電様、みやまる整体
様、安田不動産様、(株)ユー＆アイ保険の匠様、優企画様、アート・アイ様、
Up－west.com 様、五十市駅前簡易郵便局様、うたたねこ様、(有)栄輪モータース様、
FP aliveservice 様、大淀開発 (株) 様、(有)総合花商小倉様、office MOMO 様、敬子
の LOVE らぼキッチン様、(株)みゆき学園様、こうの季様、(株)サクラドリームゲート様、
(株)秀光不動産様、総務アシスト様、(有)永峰養豚場様、日本生命保険相互会社様、
風じん様、福ちゃんポーク様、（合）松迫間電業様、(有)都城事務機様、都城商工会議
所 女性会様、社会福祉法人つくし会様、(株)基ファーマシー様、ゆいまーるぱそこん
様、Yoga 350 様、（合）利真様、保険でサポート Lead Success 様
心よりお礼申し上げます。

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）

毎週月曜日 17：30～19：00

◆中学生の部

場所：川東教室

（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

