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saveMLAK 報告会 2015 のお知らせ
　saveMLAK報告会 2015 は、6月のMeetUp も兼ねて
おります。
　　日時：6/21（日） 14:30 ～ 17:00 です。
　今回の報告会は、あんまり気張らず、イベント準備の負
担もほとんどいらないちょっと長めのMeetUp のような感
じにしてみました。
　日曜日の昼間なので普段来れない人もぜひ、来てくださ
い。
　内容は、いつものMeetUp の内容とともに、saveMLAK
報告会 2015 として、過去のニュースレターや、過去三回
の報告会をスライドなどを使ってこれまでの活動を振り返
り、その後、今後の saveMLAKの活動についてブレーン
ストーミングなどを行う予定です。
　終わったら、懇親を深めにどこか飲みに行きましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【江草　由佳】

図書館総合展 2015 フォーラム
in 一関に参加しました

　3月 14 日に岩手県一関市の一関市立図書館にて、
図書館総合展 2015 フォーラム in 一関が開催され、
あわせて、翌日 15日に行われた岩手県沿岸地区図
書館バスツアーにより、気仙沼市立図書館、陸前高
田市立図書館等を見学しました。
　図書館総合展フォーラム in 一関とバスツアーの
様子は公式サイトや Twitter 等でも報告があります
ので、詳しくはそちらをご覧ください。バスツアー

では、シャンティ国際ボランティア会の鎌倉幸子さ
んが案内をつとめられ、フォーラムでも講演された
陸前高田市立図書館の長谷川敬子さんも同乗して、
震災時から復旧にいたる現地での様子を紹介してい
ただきました。
　フォーラムの会場となった一関市立図書館や、気
仙沼図書館、陸前高田市立図書館と、岩手県内それ
ぞれの規模や震災被害の様子も異なる図書館を見学
させていただいたことは、今後の震災対応や、復興
に向けての取り組みとして勉強になりました。とり
わけ陸前高田市立図書館はフォーラムでの講演とあ
わせ現地を拝見でき、とても印象に強く残りました。
　　　　　　　　　　　　【文・写真　高久　雅生】

仮設陸前高田市立図書館

saveMLAK 第 4 期 2014 年度
決算報告
　4月 29 日、2014 年度決算の監査において報告書
のとおり間違いはないと確認されました。以下、一
部を整理して 掲載します。決算報告書原本はすべて
saveMLAKのサイトで 公開しております。
　　　　　　　　　　　　　　　【ファンド係】

報告会実施会場のご案内
　東京　筑波大学東京サテライト文京校舎（文京区大塚）
　大阪　エル・ライブラリー（中央区北浜東）
　福岡　（開催地未定）
詳細は saveMLAKのホームページに随時掲載します。
http://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:Event/20150621
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4 月の出来事と今後の予定

3 月末日現在
saveMLAK 会計　2015 年 4 月期収支

＜収入＞

＜支出＞

4月末現在　残高

【ファンド係：赤塚　昌俊】

-------------------------　--------------------　---------------------

-------------------------　--------------------　---------------------

　　　　計　　　　　　　　　　　

　　　　計　　　　　　　　　　　

受取利子

13,154
  7,818
     324

サーバ代
ドメイン料
振込手数料

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

saveMLAK 統計 2015 年 4 月現在
MLアカウント数
総ユニークwiki 編集者
アカウント数
wiki 編集回数の統計
総wiki ページ数
総wiki 施設ページ数

281（±0）

535（+2）
148,288（+1,222）

29,556（+8）
25,676（±0）

2015 年　4月 16 日
　第 49回 saveMLAK MeetUp 開催
2015 年　5月 21 日
　第 50回 saveMLAK MeetUp 開催
2015 年　6月 21 日
　saveMLAK報告会 2015 ～社会教育・
　　文化施設の救援・復興支援～
　　東京、福岡、大阪で開催予定

【今号編集担当：冨澤 美典】

68

21,296

931,391 円（前月比 - 21,228 円）

通信費
通信費
支払手数料

68 ゆうちょ銀行

2014 年 4月 1日～2015 年 3月 31 日（単位：円）

◆経常収益
　1. 受取寄付金
　2. 事業収益（グッズ売上）
　3. その他収益（受取利息）
　　　　　　　　  （雑収入）
　経常収益計
◆経常費用
　1. 事業費 
　　売上原価（グッズ仕入）
　　諸謝金
　　旅費交通費
　　通信費
　　消耗品費
　　賃借料
　　支払手数料
　　　　事業費　計
　2. 管理費
　　人件費（支払報酬）
　　消耗品費
　　支払手数料
　　法人税住民税等
　　　　管理費　計
　経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

97,590
225,560
290

10,000
333,440

236,808
38,980
301,231
77,035
15,752
33,000
3,212

706,018

21,600
36,614
324

70,000
128,538
834,556
△501,116
1,453,735
952,619

活動計算書（損益計算書）

2015 年 3月 31 日現在（単位：円）

貸借対照表

◆資産の部
　流動資産（現金・預金）
　資産合計
◆負債の部
　流動負債
　負債合計
◆正味財産の部
　前期繰越正味財産額
　当期正味財産増減額
正味財産合計
負債・正味財産合計

952,619
952,619

0
0

1,453,735
△501,116
952,619
952,619
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