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さいちゃれミーテング 2021/10/１５ (Ｆri) 13:30-15:00 

出席： (IKEBIZ)岩熊さん・宮崎  

（ZOOM） 名古屋さん・林さん・大箸さん  

（内容） 

１）報告事項 

・あむあむニット教室開催しました。（10月7日から） 

・第 21回手作り紙芝居コンクール「マテイアスと月」優秀賞受賞しました。 

・現地図書館報告（9月） 

２）10月 29日本つくりの会開催します。 

 （＊今後毎月 1回開催します。） 

３）助成金申請の状況について 

・JICA回答 

４）フィリピンとのテレコン開催します。（10/16) 

５）その他 

―――――――――――――――――――――――――― 

１０月のミーテング開催予定は次のとおりです。（いずれも 13:30 -1 4:30） 

・１０月 15日（IKEBIZ）  ＊フィリピンとのテレコンの為、10月 16日変更の可能性あり 

・１０月 22日（IKEBIZ）  *中止です。 

・１０月 29日（KATE SALON）  本つくりの会開催 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．報告事項 

・あむあむニット教室開催しました。 

・第 21回手作り紙芝居コンクール「マテイアスと月」優秀賞受賞しました。 

・現地図書館報告（9月） 

＊）これらの報告は、現在さいちゃれメンバーにのみ配信しておりますが、今後はメイルアドレスもつ

あむあむメンバーにも配信したいと思います。 

２.10月 29日本つくりの会開催します。 

 （＊今後毎月 1回開催します。） 

  ・開催場所は KATESALON において、開催日程は IKEBIZ NGの日程を充てる。 

   （冬休み、春休み、夏休み、祭日などにおいては、子どもボランテイアとして開催） 

３.助成金申請の状況について（図書館再建の件） 

（JICA回答） 

JICA 草の根技術協力事業を担当しております JICA 東京センター市民参加協力第二課の高野と申

します。この度は草の根技術協力事業へのアイディア相談シートをお送りいただきありがとうござい

ました。 ウェブサイトにも記載のとおり、草の根技術協力事業は人を介した「技術協力」であり、貴団

体がお持ちの技術を開発途上国の人々に移転していただく事業です。 

施設建設や資機材等の調達・輸送等を中心とする事業は対象外となります。（募集要項 P.11参照） 

アイディア相談シートを拝見したところ、フィリピン・マガタ地区の図書館の再建を目指すプロジェクトを

ご検討中とのことですが、基盤施設の整備などのハード面ではなく、施設の管理・運営などのソフト

https://senior-rechallenge.jimdo.com/2021/10/11/%E3%81%82%E3%82%80%E3%81%82%E3%82%80-%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E6%95%99%E5%AE%A4-%E9%96%8B%E6%A0%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
https://senior-rechallenge.jimdo.com/2021/10/13/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%9C%AC%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%82%8B%E4%BC%9A-%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95-%E7%B4%99%E8%8A%9D%E5%B1%85%E4%BD%9C%E3%82%8A/
https://senior-rechallenge.jimdo.com/2021/10/10/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%9C%AC%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%82%8B%E4%BC%9A-%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95-%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A-9%E6%9C%88/
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面で必要な知識や技術を伝える活動についてご提案をいただけるようでしたら、ぜひ一度お話を伺

えればと存じます。今一度ご検討のうえ、貴団体のご意向をお聞かせいただけますでしょうか。  

尚、ハード面での協力については、外務省の NGO 連携無償資金協力が対象としておりますので、そ

ちらもご検討いただければと存じます。 

（ODA） 令和 3年度日本 NGO連携無償資金協力 実施要領 ｜ 外務省 (mofa.go.jp) 

（詳細については外務省にお問い合わせくださいませ） 

お忙しいところお手数ですが、ご連絡お待ちしております。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

独立行政法人 国際協力機構（JICA） 

東京センター市民参加協力第二課 

＊その他、中央ろうきん・アジア生協協力基金について、別途準備中です。 

４.フィリピンとのテレコン次の内容で開催します。（10/16) 

 （参加：ＪＰ 金子さん・宮崎 /PHP1: SPM /PHP2:Ferdie-san） 

 

October 16th Online meeting  agenda with SPM & Ferdie-san 

 First time 13:30 – 14:15 

  (Agenda: Reconstruction of Magata Second Library) 

・ Hope from SPM (Please state the image of reconstruction. 

・ Confirmation of Ferdie-san's reconstruction plan (possibility of bamboo house, 

budget, participation in training, etc.) 

・ Construction permission (confirmation with Mayor of Tanay and .Omon-san) 

・ Local support (local residents) 

・ Possibility of NPO cooperation (Saichare and "Enfants du mekong") 

 Second time 14:15 – 15:00 

   (Agenda: For other confirmations) 

 ・ Please support the proofreading of translated manuscripts. 

     (we will pay 100 yen per case) 

・  Received the Excellence Award at the 21st Handmade Picture-story Show 

Contest "Mateias and the Moon". 

・ Message from  Kaneko-san. 

  ·others 

５.その他 

  ①タガログ語絵本作り 大箸さんより支援いただきます。（10冊） 

 

 

 

 

 

 

  ＊その他ご支援いただける方はご連絡ください。 
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②MothersTreeJapanよりお産ボードのタガログ語版制作支援のお願いが届いています。 

 ・ミレナさん、フェルデイさんに現在声掛けをしていますが、今週中に回答をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③豊島区エンガワで常設販売いたします。 

・ １BOX 11月より正式に申し込み（月 1,000YEN） 

・ 10月 16日商品受け取り、10月21日商品持ち込みの予定 

 

 

 

 

 

 

 

＊）エンガワ Free Market １０月より再開しています。 

（毎月第二日曜開催）あむあむ販売会検討ください。 

 

④RSSCオータムフェスタ参加の件 

修了生による研究発表会  

２－１）新保美香（10 期）さん  オリンピック・パラリンピック・レガシー研究会 

テーマ： 「東京 2020 大会に向けての活動報告と会員のボランティア体験」 

視聴 URL https://youtu.be/X2DGxGMavUQ  

 ２－２）岡庭正行（10 期）さん 21 世紀アクティブシニア社会共生研究会 

テーマ： 「東京都美術館でのボランティア活動と VTS（対話型鑑賞法）紹介」 

視聴 URL https://youtu.be/jNsWNAimLpY 

 ２－３）宮崎弘行（8 期）さん  シニアの再チャレンジを支援する会 

テーマ： 「NPO 法人シニアの再チャレンジを支援する会 ―フィリピンに本をおくる会の活動を中心にー」 

視聴 URL https://youtu.be/xofl0FOynBM  

https://youtu.be/X2DGxGMavUQ
https://youtu.be/jNsWNAimLpY
https://youtu.be/xofl0FOynBM
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 ２－４）深谷康壽（12 期）さん 修了論文 

テーマ： 「高齢者のフルマラソンへの取組みに関する一考察」 

視聴 URL https://youtu.be/mc8Q-eilZkI 

 ２－５）三井秀俊（13 期）さん 修了論文 

テーマ： 「地域コミュニティとのつながりを求めて-SNS を活用した参加の試み」 

視聴 URL https://youtu.be/dNaWf7s_y2M 

 

 視聴可能期間： 10月 16日（土）10時～10月 18日（月）17時 

 多くの会員のみなさまのご視聴をお待ちしています。 

 

 

 

https://youtu.be/mc8Q-eilZkI
https://youtu.be/dNaWf7s_y2M

