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さいちゃれミーテング 2022/0５/１３ (Ｆri) 13:３0-14:30 

出席： (IKEBIZ) 岩熊さん・岩渕さん・宇都宮さん・宮崎  

     (ZOOM) 名古屋さん・林さん・森岡さん 

     

    （内容） 

１）学生会員森岡さんからのメッセージ 

２）フィリピンに本をおくる会の活動 

 ・池袋図書館とのイベントの確認状況（報告） 

 ・現地 SPM とのオンラインミーテング  6 月 11 日（土）13:00 - 15:00  

・あむあむニット即売会開催 （大宮アップルハウス: ７/1 - 7/10） 

３）その他 

 ・池袋 えんがわ市参加の件 （毎月 第二日曜 10:30 - 14:00)池袋第二公園 

 ・本日 SPM への送金実施します。（6 万円/2 ヶ月分） 

 ・その他 障害者による翻訳原稿データ化、ラベル作りの可能性について 

＊＊次週はさいちゃれ理事会・総会開催します＊＊ 

  ＊総会には上田先生参加頂きます。 

ミーテング終了後 タガログ語翻訳ラベルデータの作成レクチャーします。（1 時間程度） 

会議資料は、お送りします。 

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

   ・定例総会・理事会開催  ： 5 月２０日（金） 理事会：13:00 から 総会：１４：００から 

・タガログ語本つくりの会 ： ５月 2７日（金） 13:00 ～ KATE SALON 

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

１）学生会員森岡さんからのメッセージ 

 まずは、youth 世代を募集して、集まれば、youth 代表としてご承認いただければと思います。 

力を入れて、団体広報に尽力します。 

 

２）フィリピンに本をおくる会の活動 

 ・池袋図書館とのイベントの確認状況（報告） 

１）「タガログ語本つくりの会」開催の件、及び「マガタの子供たちの紙芝居上演」について 

２） 金子先生の講演会・親子読書会の講演について 

 ⇒この 2 週間ほどで、再度改めましてご連絡させてください。(5 月 25 日頃） 

３）除籍本の配布日程について 

⇒こちらにつきましては、現在区との調整中ですが、9 月 26 日を予定しております。 

 

 ・現地 SPM とのオンラインミーテング  6 月 11 日（土）13:00 - 15:00  

参加可能な方は参加下さい。 

＊下記の提案についての確認がメインとなります。（内容 フェルデイさんからの提案） 

第 2 四半期（9 月末）を目処に今の基本設計の建築見積もりをチームで進めてますので丁度良いと思
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います。 第 3 四半期(12 月末)迄には実施設計図関係を終えれば第 4 四半期（23 年 3 月）までには

最終的な仕様を 8~9 割型が決まれば建築許可の申請に踏み切れる計画です。 建築許可には、建築の

基本的な全ての計画(基礎、構造計算、平面、設備、電気等)を粗方終えて始めて申請が可能になります。

勿論そこには其々のフィリピンで国家資格を持つ各々の担当技術者のサインが必要不可欠となりますの

でその都度費用が発生すると考えて下さい。役所への申請も併せて費用が発生します。 私は全体の設

計•施行の監督管理の役割となります。追々全体の各担当の組織図も併せて作りたいと考えてます。 
⇒予算としては約 20 万を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

・あむあむニット即売会開催 （大宮アップルハウス: ７/1 - 7/10） 

 

                             ・左記で決定で OK でしたら、ポスター作成依頼します。 

                                       ・案内状発送準備 

                              ・FB 広告配信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）その他 

 ・池袋 えんがわ市参加の件 （毎月 第二日曜 10:30 - 14:00)池袋第二公園 

 

                      ・前々週より再開しています。今後さいちゃれの参加検討ください。 
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 ・本日 SPM への送金実施します。（6 万円/2 ヶ月分） 

・定時送金です。 

 

 ・その他 障害者による翻訳原稿データ化、ラベル作りの可能性について 

障碍者 PC教室とのコラボ 3 月に飛び込み、4 月から始めたところで、まだ私自身様子見状況で
す（村井さん） 
・参考までにHP お送りします 
 https://www.w-setagaya.org/index.html 

  ＊豊島区確認をしていますが、どちらかと言えば正規雇用の案内の募集になっています。 

   （可能性については、柳田さんに相談いたします。） 

（追加報告） 

 ・インド OurSchool 支援 （第１回支援品 5 月 11 日、到着報告がありました。） 

Namaste to everyone,  

Today I have received 3 boxes. But it is in open conditions.  

Thanks for your kind effort and help to us. We shall ever grateful for your team 

works. Warm regardsPankaj 

・感謝メッセージと共に現地の子供たちから直接お礼の言葉を述べたいとのコメントを頂きました。 

 5 月 26 日（木）13:00 kate salon で現地と zoom で結びたいと思います。 

  Zoom 参加予定 MTJ(坪野谷さん・瀧川さん)・嶋田さん・岩熊さん？・金子さん？・堀本さん NG・ 

 ・宇都宮さん  ＊コミュニケーションは英語です。 

  Good morning miyazaki San,  

  I would love to pass thanks to the donors and the team. Make you sure I will 

send the pic and some video clips. Or if the donors have time then they can also 

join on zoom so we will send a direct greeting from the children .  Or any 

suggestion for make a greetings then please share. I will prepare for it. 

 

・活動通信発行準備(15 号決算報告号) 

  ・巻頭の言葉：名古屋さん準備下さい。 

・クラウド会計 FREE 利用説明  5 月 17 日 11:00 ～ 

    （One by one の説明となります。宮崎参加します。） 

・大同生命厚生事業団「ボランテイア活動助成」活動報告提出しました。 

・シンカブルのファンドレイズ     https://syncable.biz/ 

  MTJ と一緒に可能性打診してまいります。 

   

＊＊次週はさいちゃれ理事会・総会開催します＊＊ 

  ＊総会には上田先生参加頂きます。 

 

 

https://www.w-setagaya.org/index.html
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タガログ語翻訳ラベルデータの作成レクチャーします。 

（１）旧原稿のもの（紙原稿）  

⇒   紙原稿のデータ化   ⇒    翻訳データの校正   ⇒   原稿のラベル化   ⇒  本つくり 

                （村井さん・宮崎）       （PHP/Mariz） @60YEN     （宮崎）        本つくりの会等   

                   ・ボランテイア募集/@500                             ・ボランテイア募集中/@500 ・子ども本つくり等 

                          (G-Drive)                   (G-Drive)                    (Print)              (Print+ book) 

 

                ＊現在の課題 

              ・全件 2,000 – 3,000 件程度原稿あり、月 50 件―100 件程度の作成ペース 

              ・古い翻訳には疑わしいデータも存在する（とりあえず一旦作成し、終了後、原稿の作り直しを行う。）特にＦNCA 

              ・翻訳優先の為、廃刊の可能性もあり 

         

（２）新原稿のもの（絵本⇒PDF 化し翻訳原稿作成）  

⇒   原稿データ作成（翻訳）            ⇒      原稿のラベル化      ⇒       本つくり 

              （フェルデイさん他 4 名）/2,000             （宮崎）                 本つくりの会等  

                   (ミレナさん・本を読みながら)/2,000    

                  ・ボランテイア募集/@2,0000            ・ボランテイア募集中/@500             ・子ども本つくり等 

                          (G-Drive)                                      (Print)                     (Print+ book) 

 

                ＊現在の課題 

              ・安定的な翻訳作業が進まない /安定的な翻訳作業が進められるよう体制整備 

              ・ラベル化作業には 2 名体制を構築したい（１）・（２）合わせて作業を進める 

 

 

プロセス  

 

 

               

 


