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東西南北 、説明会たけなわ

2019 年度のベルマーク運動説明会は 5 月 7 日に広島
市と福岡市で始まりました。その後、関東・関西・東北

メモをとる人や、うなずきながら説明に聞き入る人の姿

までお問い合わせください。どんなことでもお答えしま

が目立ちました。

す。

などでもスタートし、6 月 10 日までに全国 76 カ所で

職員の説明が十分ではなかったり、あとから疑問点に

説明会はこの後も 19 か所で開催。6 月 21 日の宮崎

開催しています。それぞれの会場では、前年度に活動を

気が付いたりすることもあるでしょう。そんなときは遠

県延岡市で終了します。これからの地域の方、お待たせ

経験したＰＴＡの方などによる体験発表があり、真剣に

慮なさらず、電話やメールなどで気軽にベルマーク財団

してすみません。もうしばらくお待ちください。

「未来を育むベルマーク」公開中
財団HPから、
スマホでも見られます
ベルマーク運動の仕組みや歴史などを
紹介した動画「未来を育むベルマーク」

こうした流れや運動の仕組みが分かりや
すく描かれています。

の 2019 年度版を財団ＨＰで公開中で

財団では動画を収録したＤＶＤの貸し

す。運動説明会の冒頭に上映しているも

出しも受け付けています。費用はかかり

のと同じです。

チラシやパンフ、一堂に
ウェブベルマーク
「スタートパック」
ウェブベルマークについての便利な各

ウェブベルマークのサイトを経由してネ

種ツールをまとめた「スタートパック」

ットショッピングすると、ベルマークを

ができました。

貯めることができるという仕組みをぜひ

http://bit.ly/2Z2aR01 に ア ク セ ス す

知ってほしいと思います。ベルマーク財

ませんの

ると、チラシやポスター、登録・利用方

団ＨＰの

へき地校支援を目的に 1960 年に始ま

で、こち

法のマニュアルなど 9 種類のデータを

トップペ

ったベルマーク運動は、その後、東日本

らもよろ

自由にダウンロードすることができま

ージにも

大震災など、
災害で被害を受けた学校や、

しくお願

す。学校名を自分たちのものに書き換え

入り口を

学ぶ環境にハンディのある海外の子ども

いいたし

たり、また、組み合わせてアレンジした

設けてあ

たちなどへも支援の枠が広がりました。

ます。

りと、ご自由にお使いできます。登録後、

ります。

2

第461号

2019年（令和元年）6月10日（月曜日）

徳島／5月21日（火）

高松／5月22日（水）

「羽田に引き返

翌朝。雨は

高松駅では「さ

四国ツアーでは最多。初めて使う会場だ

します」
。まさか

止んでいまし

ぬきうどん駅」の

ったので、心配もありましたが、何とか

のアナウンスに動

た。駅前の阿

看板が出迎えてく

うまく設営できました。

揺が広がりまし

波踊り像を横

れました。会場下

体験発表は高松市立多肥小学校 PTA

た。前日に徳島入

目に、会場の

見までの短い時間

会長の安井睦人さん。パワーポイントを

りするため乗った

あわぎんホー

を縫って「栗林公

使って、学校紹介、活動の流れ、収集呼

飛行機は、悪天候

ルへ。発表者は徳島市立津田小学校 PTA

園」へ。総面積約

びかけの工夫、今後の作業の課題、とテ

のため 2 度のチ

の若山和美さんと黒沢茜さんです。元気

23 万 坪、6 つ の

ンポよく話していきます。整理集計など

ャレンジの末、徳

いっぱいのお母さんコンビは、1 年間の

池と 13 の築山を

自宅でできる作業は自宅で行い、発送な

島空港着陸を諦めたのです。焦りました。

活動の様子を、封筒や仕分け用のケース

擁する、高松市民の憩いの場です。五月

ど総合的作業は部会で効率的に処理する

幸い機内で Wi-Fi が使えたので、スマホ

などの現物を見せながら分かりやすく説

晴れの下、一歩足を踏み入れた途端に、

2 段階運営にも注目が集まりました。

の乗換案内アプリが大活躍。東京から午

明していきます。①昼間だけだった活動

その広さと降り注ぐ緑のパワーに圧倒さ

高松市で設立準備が進んでいる「ベル

後 5 時台の新幹線に乗れば、新神戸で

に、夜の活動を加えてみたら、2 ～ 3 割

れます。前日の飛行機引き返し騒動のザ

マークを集めて教育支援をしよう協議

高速バスに乗り継ぎ、今日中に徳島に着

程度だったベルマーク委員の参加率がぐ

ワザワした余韻が、スーッと静まってい

会」の森英樹さんも挨拶。大型商業施設

けることが分かりました。

んと上がった②家庭に持ち帰って集計す

きました。

や公共施設と連携してベルマークを集

着陸後、
ダッシュで新幹線に急ぎます。
高速バスがちゃんと運行していることを
電話で確かめ、狙

る方法を取り入れたら効率が大幅に上が

め、小規模校や災害被災校の支援をして

った、など、これからの活動に大変参考

いく構想を説明しました。

になる報告もありました。

ったのぞみ号に飛
び乗りました。そ
して、ようやくた
どり着いた徳島駅
前は、まだバケツ
をひっくり返した

当日、港に近い会場のサンポートホー

ような土砂降りで

ル高松には 52 校 101 人が参加しまし

した。

た。迎える協賛会社も 6 社と、今回の

松山／5月23日（木）

高知／5月24日（金）

松山は路面電

と、青少年赤十字の一員として活動する

松山から旅の最終地・高知へ向かう足

車の街です。お

5、6 年児童の JRC 委員が力を合わせて

は高速バスです。四国山地を越えるこの

城を囲むように

マークを集めています。

ルートは、JR よりバスの方が早いので

ぐるりと要所を

す。心地よい振動にうとうとし、ふっと

つなぐ路線はま

目覚めれば周りは山また山。エネルギッ

さに市民 の 足。

シュな緑に目を奪われると、次はトンネ

目抜き通りの真

ルまたトンネル。出発から 2 時間 40 分

ん中を堂々と走

ほどで、坂本龍馬らの強大な像が並び立

るかと思 う と、

つ高知駅前に着きました。気のせいか、

民家の軒先をかすめるように走る場所も

日射しが一層強烈になったようです。

本番もその勢いで、楽しい発表でした。
工夫を凝らしたパワポには子どもたちの

あります。JR 松山駅から道後温泉まで

笑顔がいっぱい。日々の活き活きとした

は約 30 分。一律 160 円で乗り換えも

ベルマーク活動が目に浮かぶようです。

OK という便利さは魅力です。人々の生

PTA は、学校に集まって活動する学

波乱の幕開けだった四国一周の説明会

活のリズムも電車同様ゆったりしている

校グループと回収グループ、自宅で作業

行脚を終え、空港に向かうリムジンバス

ように見えます。

をする在宅グループに分かれています。

までの時間を使って高知城へ。急な階段

回収グループは子どもたちと共に回収を

をいくつも登った天守閣の天辺で爽やか

担当、学校グループはマークの仕分けや

な風に吹かれながら、「終わり良ければ

在宅集計結果の点検、インクカートリッ

かるぽーとの愛称で親しまれている会

ジの発送などに当たります。在宅グルー

場の高知市文化プラザで体験発表してく

プにはマークの現物や在宅集計の案内

れたのは、高知市立一宮 ( いっく ) 小学

書、集計表、整理袋などをまとめた " 在

校 PTA 事業部の大塚亜沙美、石井奏恵、

宅キット ” が届けられ、点数別の仕分け

松尾真利子のみなさん。それに PTA 事

松山での説明会も盛況で、50 校 107

や集計を担当します。こうした作業分担

務局を務める尊田史教頭先生も加わり、

人が参加しました。体験発表は、松山市

によって、昨年度はドッジボールやバス

リハーサルの時からとにかく賑やかで豪

立余土小学校の高岡裕子さん、岡田玉子

ケットボールなど約 10 万円の買い物が

快。つい、司馬遼太郎の小説に登場する

さん、藤原典子さん。余土小では PTA

できたそうです。

龍馬の姉・乙女さんを思い出しました。

すべて良し」という言葉をしみじみと噛
みしめました。
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西日本豪雨で被災の真備中・真備東中にマーク寄贈
大手信販会社ジャックスが約 40 万点
①

②

④

③

①寄贈式を終えて。前列左から真備東中の瀬島悠介く
ん、河岡桜香さん、真備中の渡邉空さん、森川龍聖く
ん、後列左から真備東中の守屋好雄校長、真備中の齋
藤善紀校長、ジャックス執行役員中国・四国エリア統
括部長の阿保敬吾さん、同岡山支店長の中野徹さん
②校庭に停まっている通学用のバス
③バレーボール部員たちが元気なポーズ！
④真備東中の階段踊り場、線になって残った水の到達
点を示す藤本洋子教頭先生

真備中では水かさが 5㍍ 38㌢にもなり、

でいます。一昨年は同社創業地の函館市

球部で甲子園へ」
「看護師になりたい」
「資

た岡山県倉敷市の市立真備中学校（生徒

2 階教室の机上まで浸水。真備東中も水

の小学校に、昨年は熊本地震の復興支援

格を取って医療関係に」「いま中断して

236 人）と同真備東中学校（同 396 人）

は 2㍍ 66㌢に達し、2 階への階段の壁

で南阿蘇村の中学校にそれぞれマークを

いるサッカーがしたい」と夢を語ってく

に、大手信販会社のジャックス（本部・

に当時の跡が残ります。

寄贈しています。

れました。

昨夏の西日本豪雨で大きな被害を受け

東京都渋谷区）から計約 40 万点のベル

2 階まで水没した真備中は校舎が全く

4 月 22 日、真備東中の校長室で寄贈

真備東中の守屋好雄校長は「温かい支

マークが寄贈されました。両校はベルマ

使えず、真備東中の校庭に設けたプレハ

式がありました。マークで真備中はワイ

援をいただき、すごく支えになっていま

ーク財団の西日本豪雨被災校支援の対象

ブ校舎に引っ越しました。真備東中も 1

ヤレスアンプを、真備東中は英和辞典

す。こうした気持ちのつながりが、子ど

校でもあります。

階が使えず、プレハブの特別教室を共用

80 冊と体育館用モップを買いました。

もたちにも伝わり、とてもありがたい」。

真備町は「まび」と読みますが、学校

しています。生徒の家もかなり被害を受

両校から 2 人ずつ、計 4 人の生徒が

真備中の齋藤善紀校長は「災害ですべて

はともに「まきび」と発音します。この

け、市が用意した通学バスで避難先から

寄贈式に参加しました。みな家が被災し、

なくなった中、学校生活に必要なものを

あたりは奈良時代の学者・政治家、吉備

通う生徒もまだ多いです。

不安な日々を過ごしたそうで、秋に学校

いただけて助かっています。色んな方の

ジャックスは社会貢献活動の一環とし

が再開したときは「うれしかった」とい

支援で学校が成り立っており、感謝しか

て、社内でベルマークの収集に取り組ん

います。高校進学を控え、それぞれ「野

ありません」と話しました。

真備（きびのまきび）の出身地です。
町は豪雨で河川堤防が決壊しました。

ユニー・UDリテールが約68万点を寄贈
東日本大震災被災校に、
と8回目
「ベルマークを集めて東北の子どもたちを応援しよう」
をスローガンにマーク収集活動をしている流通大手のユ

年連続。協賛会社のキリンビバレッジ（ベルマーク番号
54）が毎年、回収箱を提供するなど協力しています。
キリンビバレッジ中部圏地区本部での贈呈式にはユニ

ニー（本社・名古屋市）は、集めたベルマーク約 68 万
点を 4 月 24 日、ベルマーク財団に寄贈しました。

ー業務本部 CSR 部の花井彩由実部長と土井万寿美マネ

同社の「アピタ」
「ピアゴ」178 店舗と、UD リテー

ジャーが出席。「家で行き場のなかったベルマークを持

ルが運営する「MEGA ドン・キホーテ UNY」6 店舗で

ってきてくれる方もいました。マークを切って持ち寄る

今年 3 月、回収箱を置くなどして買い物客に呼びかけ、

だけで支援につながるということを、もっと知ってもら

従業員も加わって集めました。ユニーのマーク寄贈は 8

いたいですね」と話しました。

ファミリーマート「ありがとうの手
紙コンテスト2019 」

集まったベルマークの「山」を前にポーズをとるユニーとキリンビバ
レッジのみなさん

クツワ「 第8回100年文具への道 」
アイデア募集

協賛会社のファミリーマート（ベルマーク番号 23）主催

協賛会社のクツワ（ベルマーク番号 55）が、「100 年後

の「ありがとうの手紙コンテスト 2019」の募集が始まりま

も愛される文具」をテーマに、同社の文具を「進化」させた

した。A4 サイズ１枚程度、約 400 文字で「ありがとう」の

ユニークなアイデアを募集中です。学童文具、事務用品、知

気持ちを自由に表現するコンテストです。11 回目となる今

育・工作用品、手帳、収納用品などのクツワの商品が元とな

回は文部科学省の後援事業となりました。

っていればどのようなものでも構いませんが、特に子どもた

小学生を対象に、全国７ブロック別に低学年部門（1・2

ちが使う学童文具のアイデアを歓迎しています。

年生）
、
中学年部門（3･4 年生）、

審査は「斬新で機能やデザイ

高学年部門（5･6 年生）から「最

ンに優れ、付加価値があるもの」

優秀作品賞」「審査員特別賞」

「商品化の可能性があるもの」

「学校・団体賞」を選びます。

を基準に行われます。100 年文

審査員は池上彰さん、小峰書

具大賞に選ばれると、賞状と商

店・代表取締役社長の小峰広

品券 10 万円分が贈呈されます。

一郎さん、小説家の野中柊さ

優秀賞や入賞にも賞品が用意さ

ん、児童文学作家の廣嶋玲子

れています。応募は 7 月 31 日

さん。締切は９月 30 日、消印

必着分までです。応募について

有効。詳細はファミリーマー

の詳細はクツワのＨＰからご覧

トのＨＰで。

ください。

大台達成校
5月
京都朝鮮初級学校
京都市伏見区
戸田第一小 埼玉県戸田市
みどり幼稚園 山形県鶴岡市
上落合小 さいたま市中央区
中央小
千葉県野田市
潮小
兵庫県尼崎市
明成田彦幼稚園
茨城県ひたちなか市
東小
茨城県土浦市
日高富士見台幼稚園
埼玉県日高市
原市小
埼玉県上尾市
田戸小
神奈川県横須賀市
清和小
三重県鈴鹿市
真野北幼稚園 大津市
大社中
島根県出雲市
西宇部小
山口県宇部市
太宰府東小 福岡県太宰府市

6,013,791
4,021,839
3,023,810
3,047,188
2,015,686
2,000,256
1,002,598
1,012,240
1,014,408
1,032,450
1,099,442
1,009,993
1,005,073
1,029,945
1,006,586
1,043,423

寄付してくださった方々
4 月 友松喜子
5 月 第 2 弾レモネード大作戦！ ベーカー＆
マッケンジー・マネージメント・サービス㈱

4

第461号

2019年（令和元年）6月10日（月曜日）

児童文学評論家・藤田のぼる
なりますが、沿岸警備隊から手紙が届き、

力でやりこめるムトゥラ。一方で、カメ

3 月に亡くなります。様々な思い出が語

灯台守は灯台を去ることになります。灯

との競走では、油断のあまり苦杯をなめ

られますが、幼いころの思い出の意味

台の白と赤、海や空の青、そして氷の海

ます。トリックスターという言葉がぴっ

が、成長と共に別の意味を帯びてくる場

「 あ れ、 ど こ だ っ

の白など、単調な灯台の暮しがさまざま

たりのムトゥラ、狭い意味での善悪を越

合もあります。山の畑に毎日通い、娘や

け？」「あれがほしい

な色で彩られ、心に迫ってきます。子ど

えた魅力に満ちています。（低・中学年

孫たちが来てもその日課を崩さなかった

んだけど」と、家族が

もから大人まで、それぞれに味わってほ

以上向き、1600 円＋税）

お祖父ちゃん。ある時からケンイチもお

次々に言い出す「あれ」

しい絵本です。（1600 円＋税）

絵

本

『あれ あれ あれれ』
（つちだのぶこ・作、
ポプラ社）

が、すぐにわかってし
まうお母さん。どうし
てなんだろう、と首をかしげる子どもた
ち。どこの家でもありそうなお母さんの

低・中学年向け
『カイとティム

よるのぼうけん』（石井

睦美・作、ささめやゆき・絵、アリス館）

供をするようになるのですが、それはど
高学年・中学生向け

うやら、母親が電話で友達に父親の悪口

『鬼遊び』（廣嶋玲子・作、おとないちあ

をしゃべっているのを聞かせたくなかっ

き・絵、小峰書店）

たからだと、後になって思い至ります。

6 話からなる短編集

そんなふうに、徳治郎が折々に話す昔の

超能力？が楽しく描かれ、思わずうなず

6 歳の誕生日を迎え

で す が、 ま ず は 第 2

話がケンイチの心にじわじわと届き、ケ

きながら見てしまいました。
（低学年か

て、一人で寝るように

話の「鬼ごっこ」を紹

ンイチの成長とリンクしていきます。読

ら、1300 円＋税）

なったカイと、心細い

介します。足が速すぎ

後なんだかいい映画を見終わったような

カイのもとにやってき

て鬼ごっこに入れても

（文学作品の誉め言葉として適切かどう

たおてつだい妖精ティ

らえないサク。「鬼や

かわかりませんが）ずしりとした感動を

ムの話。この本のキー

化け物が相手でもいい

覚えました。（高学年・中学生以上向き、

ワードは ” 遊び心 ” で

から鬼ごっこがしたい」とつぶやいた夜、

1400 円＋税）

ん。おばあちゃんと一

しょうか。まずは、部屋に向かう時のお

夢を見ます。キツネのお面をつけた少年

緒に出かけると、おば

母さんとカイのやりとり。本心は一緒に

が現れ、鬼ごっこに誘うのです。必死に

あちゃんは時々ふっと

寝てほしいカイのプライドを傷つけない

逃げるサク。捕まれば大変なことになる

がおとなになるまえの詩集』
（斉藤倫・著、

姿を消します。ショー

ように、お母さんが言葉巧みにかわしま

という予感がしたからです。ところが五

高野文子・画、福音館書店）

ウィンドウの中でマネ

す。そして、カイをいろんな場所に案内

日目の夜、夢の中で転んでしまい、朝起

キンのまねをしていたり、公園の彫刻の

するティムとカイのやりとりにも、台詞

きると本当に足を痛めています。今夜夢

近くに住んでいるらし

上でポーズをとっていたり、神出鬼没な

劇のような趣きがあります。本の作りに

の中で追いかけられたら、もう逃げられ

い子どもの〈きみ〉が、

おばあちゃん。ちょっとシュールな世界

も工夫が凝らされていて、いろいろに

ない……。そのサクに手を差し伸べたの

時々訪ねてきます。彼

が持ち味の作者ですが、これはどの子

楽しめる一冊です。（低・中学年向き、

は、村に住む白目のおばばでした。様々

らがどういう関係なの

にも受けそうです。
（低・中学年向き、

1400 円＋税）

な姿を見せる「鬼」は、わたしたちの心

かは次第に明かされま

の闇の複雑さの現れのようでもありま

すが、二人の対話が楽

南部アフリカの

す。「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」などで人

しく、そして実に無理なく〈ぼく〉が〈き

むかしばなし』（ビヴァリー・ナイドゥ

気の作者の新シリーズです。（高学年以

み〉に詩を紹介する流れになっていきま

ー作、ピート・フロブラー絵、さくまゆ

上向き、1200 円＋税）

す。まとめてしまえば、物語仕立ての詩

『いないいないばあさん』（佐々木マキ・
作、偕成社）
こちらは、おばあさ

1200 円＋税）
『ノウサギのムトゥラ
『おーい、こちら灯台』
（ソフィー・ブラッ
コール作、山口文生・訳、評論社）
北の海の小さな島に

アフリカ南部のツワ

に新しくやってきた灯

ナ 人 に 伝 わ る 昔 話 で、

台守。一人だけの生活

〈 ぼ く 〉 は 大 人 で、

の案内書ということになるのですが、多

みこ・訳、岩波書店）

建てられた灯台。そこ

『ぼくがゆびをぱちんとならして、きみ

『徳治郎とボク』
（花形みつる・作、理論社）

分そういう本をこれまでも考えた人はい

妻を亡くして一人暮

るでしょうが、これはもしかして（少な

主人公は野ウサギのム

しの徳治郎と、折々に

くとも子ども向けとしては）初めてそれ

で、待っている奥さん

トゥラ。8 話から成り

集まる 3 人の娘たち

に成功した一冊かもしれません。著者

への手紙をビンに入れ

ますが、緩やかにつな

と孫たち。孫たちの中

は、詩人にして独特のファンタジー世界

て、海に流します。や

がっていて長編として

で一人だけの男の子ケ

が注目の新進作家。高野文子の絵という

がてやってきた船に荷

も楽しめます。ムトゥラの相手となるの

ンイチが、物語の語り

のも楽しみです。まずは、タイトルを味

物と一緒に乗っていたのは奥さん。それ

は、ゾウだったり、ライオン王だったり、

手です。お祖父ちゃん

わってください。（子どもから大人まで、

から二人の暮しに、やがて三人の暮しに

腕力では到底かなわない者たちを言葉の

の思い出は 4 歳の時に始まり、6 年生の

1200 円＋税）

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト
（敬称略）
〈震災寄贈〉 4 月 21 日～ 5 月 20 日
▼北海道 Ｈ 30 年度倶知安町立東小学校 6 年
生一同 篁むつみ 北海道小樽潮陵高等学校す
けっと同好会 石屋製菓㈱ 増子美紀子▼宮城
県 佐々木由美子▼秋田県 小山明子▼山形県
ＮＥＣエンベデッドプロダクツ㈱▼茨城県 神
栖市 ( 社協 ) 鐘の会 鈴木正美 匿名希望▼栃
木県 仁平久子▼群馬県 関東理水工業㈱▼埼
玉県 角則夫・美由紀・栞里 服部琴心・せい
や 服部由美子 平林 二見千晶 東京電力パ
ワーグリッド㈱川越支社川越制御所川越地域配
電保守グループ 匿名希望▼千葉県 相沢雅代
飯田勝美、茂子 島田悠子 関田元子 南房総
市（社協） 三芳学童保育所▼東京都 齋藤瑞
穂 三瓶和子 鶴山英己 日本通運㈱ 加川隆
彦 ㈱ブリヂストン技術センター東京ＡＰ製造
所 日本基督教団小金井緑町教会 パナソニッ
クシステムソリューションズジャパン㈱ J －Ｍ
ＯＴ Ｊ＆Ｔ環境㈱ ＪＹＪへの愛をささやく
( 一社 ) 東京都産業資源循環協会 イングリッ
シュ・ブルーベン 大谷清運㈱ ㈱クリエイト
㈱京葉興業 ㈱昌和プラント ㈱ティーエムハ
ンズ ㈱東亜オイル興業所 ㈱東京クリアセン
ター ㈱フジ・トレーディング ㈱メッドトラ
スト東京 キムラ工業㈱ 久保眞由美 成友興
業㈱ 髙俊興業㈱ 永野素子 中野運輸㈱ 松

田産業㈱ 水 ing ㈱ 武蔵野土木工業㈱ 山崎
郁子 山下産業㈱ ㈲小作物産 リサイディア
コーポレーション㈱ 匿名希望▼神奈川県 Ａ
ＳＡ二俣川 ＮＨＫ営業サービス㈱東京コール
センター 岡田加津子 柿沼惠子 加藤容子
井上扶美子 小笠原直美 尺英也 田中宏 中
林緊治 飯田美和 式部映美 全富士通 ( 労 )
組連合会 新村美津子 松田 米田喜江▼石川
県 金沢市立長田町小学校育友会▼山梨県 吉
田博 小林久成▼長野県 マツイトモヨ 伊藤
伸子▼岐阜県 亀山明美▼静岡県 玉林純子▼
愛知県 エイセブプラス㈱ 大澤 キリンビバ
レッジ㈱中部圏地区本部 近藤祐美 住友林業
クレスト㈱ 安藤美津子 鈴木ますみ 水野祐
子 碧南市大浜まちかどサロン管理組合 長江
政則 橋本 早川隆雄 匿名希望▼京都府 小
嶋智穂 加藤ひろみ 匿名希望▼大阪府 伊川
かおり 大源洋治 土屋葵 大源洋治 匿名希
望▼兵庫県 三木市役所 阿部真紀子▼奈良県
宮崎新嗣▼愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学
校一同▼福岡県 根井久美子 船越睦子▼大分
県 院内中部小学校▼ 滝口あや子 村上久美
▼無記名＝ 22 件
〈一般寄贈〉 4 月 21 日～ 5 月 20 日
▼北海道 厚岸町立太田小学校 北海道信用

( 農協連 ) 渡辺博靖▼岩手県 上屋敷司▼宮
城県 遠藤翔子 星昭一▼秋田県 髙橋美智子
鈴木薫▼山形県 柳川友子 根津夢輝▼群馬県
中村靖明▼埼玉県 折橋勉 藤野志穂 三浦剛
藪陽一 竹内寿治 匿名希望▼千葉県 ＳＳＳ
進学教室求名教室 菅谷ゆかり 佐藤雅子 山
口美樹 浜田秀子 匿名希望▼東京都 カトリ
ック成城教会有志 坂口奈美 塩野公認会計
士事務所 関口まり子 星野一樹 桝本久子
五十嵐さとみ 石森琴路 岡本ゆうこ 加藤美
輪子 鹿目由紀 関 三菱ＵＦＪニコス㈱ 石
渡絢子 市川佳世子 ㈱ジースリー 損害保険
ジャパン日本興亜㈱ 寺田真人 日本石油運送
㈱ 武蔵野ばあば 山田久代 米谷彩杜 匿名
希望▼神奈川県 輸出入・港湾関連情報処理セ
ンター㈱ ＪＡ共済連川崎センター 小笠原直
美 木本綾子 石黒琢一郎 正本惠美子 ゆざ
わ日航ビル診療所 渡辺久仁子 匿名希望▼新
潟県 地域密着型複合施設わしま▼長野県 青
木弘子 皆川潔子 宮下ふさ子▼岐阜県 加藤
雅之 匿名希望▼静岡県 勝又一真 重田百合
子 畠中将也 若尾陽子▼愛知県 光岡亜由美
新海のぞみ 鈴木みつる 梅村 ㈱金沢設備
阪堂淳子 佐橋くに子 杉田容子 堀田瑞穂▼
三重県 アイスター商事代理店川口節子 岡田
夏海 メンテックオークボ 藤田拓也▼滋賀県

小林雷希 大津市認可家庭的保育室「おひさま」
▼京都府 京都保育福祉専門学院 橘美江▼大
阪府 川端福男 久野弘子 出口辰弥 松本由
美子 伊佐登志子 市川美智子 ㈱ＪＡＬスカ
イ大阪社員会 ㈱ドコモＣＳ大阪端末センター
森田充▼兵庫県 三田谷章代 ㈱大丸松阪屋百
貨店大丸神戸店▼奈良県 関本幸子 山中肇▼
和歌山県 橋爪智▼鳥取県 草野雅昭▼岡山県
天満屋ストア労働組合▼広島県 匿名希望▼山
口県 木船一宝 磯村勝規 「小さな親切」運
動山口県本部 山中靖正▼香川県 小笠原佳子
武井志緒里▼愛媛県 鬼北町商工会女性部▼福
岡県 船越睦子 久家恵美 匿名希望▼長崎県
匿名希望▼熊本県 西岡華子▼大分県 石堂泰
史▼沖縄県 与儀愛子▼ 井田純子▼無記名＝
41 件
〈友愛援助申し込み〉5 月 1 日～ 5 月 31 日
▼北海道 札幌市もいわ地区センター（札幌市
南区）▼埼玉県 加治小（飯能市） 八石小（新
座市）▼神奈川県 赤羽根中（茅ケ崎市）▼大
阪府 東丘こども園（豊中市）▼奈良県 富雄
南小（奈良市）▼山口県 西宇部小（宇部市）
▼徳島県 入田小（徳島市）

