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支援の思い、電波に乗せて9年
TOKYO FM「LOVE CONNECTION」のベルマークプロジェクト

放送終了後に笑顔を見せるLOVEさん

シンガーソングライターの LOVE さん

組に感謝状を贈りました。番組ホーム

地元の子どもたちも参加するイベントと

がパーソナリティーを務める TOKYO FM

ページによると 2014 年までに 12 万点

して続けています。
「また来てね、またね、

の
「LOVE CONNECTION
（ラブコネクショ

余が集まったそうです。

の約束が続くと、被災地との縁が深まり、
本当に素晴らしい方々に出会える」。

ン）
」は、
リスナーからベルマークを集め、

「ベルマークプロジェクト」は、その後

財団に寄贈しています。きっかけは東日

も全国の子どもたちへの支援として継続

「LOVE CONNECTION」は月～木曜午

本大震災。この「ベルマークプロジェク

され、財団には昨秋もちゃんと会社別に

前 11 時半～午後 1 時（金曜は FM OH!

ト」は、震災から 9 年経った今も続い

仕分けされたマークが届きました。番組

＝大阪＝とのネットで午前 11 時半～

ています。

スタッフが整理を担当。LOVE さんも時

11 時 55 分）TOKYO FM で放送中。音

間の許す限り加わります。

楽を軸に様々な情報を発信しています。

番組開始は 2010 年 4 月。翌年に東
日本大震災が発生しました。被災地の放

マークを送ってくれるリスナーに対し

インターネットラジオの「ラジコプレミ

送局支援や被災地と全国とをつなぐ目的

LOVE さんは「ご協力本当にありがとう

アム」( 有料 ) などを使うと全国で聴く

で、番組は一時期、JFN 全 38 局にネッ

ございます。忙しい中、誰かのために時

ことができます。「リスナーは 20 ～ 40

トされました。そんな中、リスナーから

間を使うことは、すごく素晴らしいこと

代がメイン。ベルマークを集めること

です」と感謝を述べました。

で学校が整備されることを念頭に置き、

「ベルマークで被災地を応援することが

◇

できる」というメールが届きました。
番組から呼びかけると、次々とマーク

LOVE さんは 2007 年デビュー、今ま

プロジェクトを続けています」とプロ
デューサーの前田章太郎さん。

㊤生放送をしていた銀座の街角の銀色のトレー
ラー型スタジオ
㊥LOVEさんとプロデューサーの前田章太郎さん
㊦シンガーソングライターとして活動する LOVE
さん

LOVEさん、
リスナーの皆さん、
これからもよろしくね!!

月～木は東京・銀座の数寄屋橋交差点

が贈られてきました。阪神・淡路大震災

でに 8 枚のアルバムを発表しています。

を経験したリスナーからは「続けられる

震災後は音楽イベントのチケット売上の

脇の銀色のトレーラー型スタジオから公

ことをぜひやってください」という励ま

一部と会場での募金で、福島県相馬市

開生放送していましたが、新型コロナウ

しのメールも届きました。集まったマー

の小学校に文房具ギフトを贈りました。

イルス感染の拡大防止のため、現在は本

クは財団に寄贈され、翌年、財団から番

2018 年からは開催地を相馬市に移し、

社内スタジオから放送しています。

送ったベルマークの受付確認はＨＰで
参加団体から送られてきたベルマークを、財団が受け
付けたかどうかが、3月からホームページで確認できる
ようになりました。
トップページ上部の「マーク受付状況」をクリック
（タップ）すると、
「週別ベルマーク受付状況」のページ
に移ります。
そこにあるカレンダーの左側の「第 1 週」
「第 2 週」

ますので、ご自分の団体名があるかどうかご確認くださ
い。
ベルマークは、マークそのものと「送り状」を別にし
て送ることになっています。到着したマークと、送り状
とを照合した段階で「受付」となります。
現在はベルマークの「受付」が済むと、参加団体に
は荷物到着通知はがきを出してお知らせしていますが、

という文字を押すと、その週にベルマークを受け付けた

2020 年 7 月からは、お知らせはホームページでのリス

参加団体のリストが表示されます。

トだけになります。その後はマークの到着についてはご

北海道から沖縄まで、都道府県・市町村別に並んでい

自身で確認していただくよう、お願いいたします。

週別ベルマーク受付状況(PCでの表示)
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昨秋の台風・大雨被害で800万円相当を支援
福島、栃木、千葉、長野各県の学校に
2019 年秋の台風で被災した学校を支援するため、ベ

【福島県】郡山市

これに財団資金を加えて支援額を決めました。

赤木小、永盛西小、小泉小▽伊達市

ルマーク教育助成財団は福島、栃木、千葉、長野の 4

財団では被害の大きかった県の教育委員会などに被害

小国小、霊山中▽相馬市

中村第一小、桜丘小、中村第

県の被災校に対し、総額 800 万円相当の緊急援助を決

の内容をヒアリングした結果、福島県で小学校 12、中

一中、向陽中▽いわき市

平第二小、平第四小、好間第

定、現在作業中です。

学校 4、栃木県で小学校 6、中学校 3、特別支援学校 1、

一小、好間第二小、小川中▽川俣町

9 月に上陸した台風 15 号は、千葉県などで 50㍍前

長野県で小学校 2、中学校 3 を支援することにしました。 【栃木県】 栃木市

栃木第五小、大平西小、栃木西中、

後の強風を記録しました。10 月に上陸した台風 19 号

それぞれ、学校に必要な備品などを購入してもらいます。

寺尾中、栃木特別支援学校▽鹿沼市

は東北・関東甲信越の広い範囲で大雨となり、多くの

なお千葉県では 3 月 10 日現在、まだ被災度の調査が終

小▽下野市

河川が氾濫しました。財団では緊急友愛援助を呼びか

わっておらず、支援校は未定です。

須坂市

支援が決まった学校は以下の通りです。

け、
12 月の締切までに 63 万 4229 円が寄せられました。

石橋中▽佐野市

【長野県】 長野市

川俣小、飯坂小
清洲第一小、粕尾

氷室小▽小山市

中小

長沼小、豊野中、東北中、松代中▽

豊洲小

「にじの風プラン」被災校に備品贈呈
愛知・瀬戸市で統合直前の7小中学校

愛知県瀬戸市で今春統合される 7 つ

矢本東小を訪れて司会を務めた瀬戸

個を購入しました。

①式に参加した矢本東小の子どもたち

③

②贈呈品の目録を読み上げる祖東中生徒会長の加藤吉愛さん

②

③矢本東小では、７校からの贈呈品が机上に並べられた

①

気付けました」と話しました。

の市立学校
（祖母懐小・東明小・古瀬戸小・

矢本東小は震災で校区の半分が津波の

市のコミュニティー FM「ラジオサン

祖東中以外の 6 校はビデオレターを

深川小・道泉小・祖東中・本山中）が東

被害を受けました。「建物の復興は進み

キュー」パーソナリティー・高橋智子さ

作って届けました。陶磁器の産地らしい

日本大震災被災校支援のため一緒にベル

ましたが、子どもたちの心のケアはまだ

んは、以前から同小にマークを送り続

焼き物にまつわる行事の紹介や、小学 1

マークを集めていた「にじの風プラン・

まだ」と三浦資子教頭は話します。

け、「にじの風プラン」のきっかけを作

年生による「パプリカ」ダンスなど盛り
だくさんで楽しい内容でした。

7 校の力をひとつに！」
。この活動で購

贈呈式は 1 月 27 日、矢本東小と、贈っ

りました。「一枚一枚のベルマークが力

入した備品が、このほど宮城県の東松島

た 7 校を代表して祖東中とをビデオ通

を合わせるとどうなるか、子どもたちに

市立矢本東小学校（仲上浩一校長、児童

話でつないで開かれました。祖東中の早

分かってもらえて良かったです」。今回

先生がそれぞれの学校を大事にし、思い

478 人）に届けられました。

川寿校長の挨拶のあと、生徒会長の加藤

も番組などで集めた 6833.5 点のマーク

を込めて集めて下さいました。子どもた

2018 年 4 月の始動から積み上げた点

吉愛（よしたか）さん（2 年）が目録を

とインクカートリッジを持参しました。

ちが何かできることで、お礼を伝えてい

数は 9 万点超。これに各校の預金を加

読み上げました。矢本東小からは、児童

プランの発起人で、祖東中で読み聞か

えた 12 万円で、電子ミシンとライン引

会の計画委員や三浦教頭らがお礼の言葉

せ活動をする伊藤由美さんは「地域みん

き各 2 台、ソーラーストップウォッチ 1

を述べました。

なで協力すれば、一つのことができると

児童がマークを集めて被災校に寄贈
東京・多摩市立南鶴牧小、仕分けも自分たちで
昨秋の台風15号で被災した千葉県の学校に役立てて

タブレットを使って説明したそうです。回収日も委員が

もらいたいと、東京都多摩市立南鶴牧小学校（關口寿也

箱を持って教室を回りました。寄贈先の学校に迷惑をか

校長、児童526人）
の児童たちが1万3000点余のベルマー

けないよう、仕分け・集計も子どもたち自身で実施。集

クを集め、館山市立船形小学校（阿部庸一校長、126人）

まったマークは1万3311点でした。館山市教育委員会

に寄贈しました。

を通じて寄贈先に船形小を選び、今年2月はじめ、財団

きっかけは昨秋、4年生以上でつくる代表委員会が設

を通してマークを贈りました。

置していた意見箱に「台風被害に遭った千葉の人に向け

船形小は台風でサッシのすき間から雨水が入り、2・3

て募金活動をしたい」という投書が入っていたことでし

階の教室の床が水びたしに。図書室の本も濡れてしまっ

た。委員会で話し合った際、
「募金は保護者からお金を

たそうです。市の給食センターも被害を受け、その後は

もらう形になり、
子どもたちが集める活動にはならない」

簡易給食が続いていました。阿部校長は「ありがたいで

と考えた担当の鶴田昭彦先生の勧めもあって、ベルマー

す。本校で集めた分と合わせ、子どもたちのために使っ

クで支援することを決めました。

ていきたい」と話しました。

18人の委員たちは、全校集会や朝の会などでマーク
収集を呼びかけました。被災地の様子も自分たちで調べ、

南鶴牧小には、船形小でベルマーク活動を担う児童の
委員会と阿部校長からの、お礼の手紙が届きました。

矢本東小の三浦教頭は「児童、保護者、

きたいです」と語りました。
瀬戸市の 7 校は、4 月開校の小中一貫
校「にじの丘学園」に統合されます。
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命を守るのか、
その後の生活を守るのか…
防災科研「成果発表会」
で議論
第3部は防災科研の林春男理事長と

ベルマーク財団と
「防災科学教室」を共
催している茨城県つくば市の国立研究開

ジャーナリスト・池上彰さんが災害時の

発法人・防災科学技術研究所(以下、防災

「避難」をめぐって対談。林理事長は「日

科研)が2月13日、東京・丸の内の東京国

本では命を守るための避難(evacuation)

際フォーラムで
「令和元年度成果発表会」

と、生き残った後に生活を保つための

を開き、1000人を超す研究者や自治体

避難(sheltering)が混同されている」と指

関係者らが集まりました。

摘。上の階に逃げれば浸水から助かった

という時の行動の指針をしっかり示すこ

でお馴染みのDr.ナダレンジャーも登場

とが必要と訴えました。

しての楽しい実験を披露、会場を沸かせ
ました。
休憩時間を利用した第2部は、個々の

③

池上さんは「研究の成果を社会に橋渡
しするための仕組みづくりを考えてほし
い。今日の発表でも、難しい言葉ばか

研究をまとめたポスター 146枚が会場

りで門外漢には何のことか分からない。

後方にズラリと展示されました。参加者

せっかくの成果をきちんと〝伝える〟努力

たちは気になった研究の前で足を止めて

がまだ足りない」と注文を付けていまし

じっくり熟読していました。

た。

Dr.

ナダレンジャーによるデモンス

防災科学教室やへき地校向けの理科実験

トレーション

車で向かい流された例などを挙げ、いざ

①

な風水害に関連する最先端の研究発表。

②林理事長と池上さんによる対談

のに、避難所に行かなければと思い込み

②

③ズラリ並んだ研究ポスター

第1部は、昨年多発した広域・大規模

①

高校生にもクリエイティブ賞
チャリティー年賀状全国学生デザインコンテスト2020表彰式
インターネットで購入すると支援金がウェブベルマー

学校生です。

ク協会を通じてベルマーク参加校に届けられる「チャリ

「チャリティー年賀状」は、公募したデザインの年賀状

ティー年賀状」
。そのデザインを公募した「全国学生デザ

を購入すると1枚につき10円がウェブベルマーク協会に

インコンテスト2020」の表彰式が2月26日、主催する博

寄付されます。東日本大震災の被災校を支援するため始

報堂アイ・スタジオの会議室でありました。

まり、昨年度からは支援先が全国のベルマーク参加校に

今年度新設された中高生対象のクリエイティブ賞に選

広がりました。

ばれたのは、香川県立坂出商業高校情報技術科3年の島

今年度は「わたしから、あなたへ。」がテーマ。過去最

田美琴さんによる
「梅を見上げるネズミの年賀状」。授業

多の932点の応募がありました。計130点がネット上で

の課題として応募したそうで、島田さんは「受賞は驚き

販売され、107万6190円がウェブベルマーク協会に寄

ました。めちゃくちゃ嬉しいし、光栄。自分の中にある

付されました。

ものを整理する上でいい経験になりました」
。同席した
父の久照さんは、
一緒に旅ができるのは「最初で最後」と、
香川から付き添ってきました。今年は娘の作品を70枚
ほど買ったそうです。
大賞は、昨年11月20日から今年1月15日までのチャ
リティー年賀状販売期間中、利用数が5567枚と最も多
かった星野紗弥香さんの「幸せのつめあわせ」に贈られま
した。準大賞は廣野綾花さんの「きもちつたえチュウ♡」
で同4740枚でした。2人ともデザインなどを学ぶ専門

「環境出前授業」
を募集中
キヤノンマーケティングジャパン
協賛会社のキヤノンマーケティングジャパン（ベル
マーク番号 19）は、小学 4 年生を主な対象とした「キ

財団理事会、
2020年度予算など承認
ベルマーク財団の理事会が2月27日、東京・築地の財
団事務所で開かれ、2020年度の事業計画と予算案を原
案通り承認しました。

ヤノン環境出前授業」の希望校を募集しています。プリ

へき地学校、特別支援学校、東日本大震災被災校など

ンターの消耗品であるトナーカートリッジを題材に、リ

への支援を継続するほか、近年は突発的な災害が多発し

サイクルの重要性などを学習するプログラムです。授業

ていることも考慮し、そうした事態に備えた予算を増額

は講師が学校に伺う出前形式で実施します。

しました。へき地校への出前教室や、本の作者が学校を

授業では、キヤノンのリサイクル拠点「キヤノンエコ

訪問するオーサービジットなどのソフト事業も例年通り

テクノパーク」
（茨城県坂東市）でも実際に使われてい

続けます。ベルマーク預金からの寄付を呼びかける友愛

る資源の分別方法を、科学の実験を通して子どもたちに

援助は、アジア・アフリカでの子どもたちの学習・健康の

体験してもらいます。所要時間は約 90 分。終わった後

ための活動をしているＮＧＯの事業に東日本大震災援助

は「キヤノンエコマスター認定証」が子どもたちに渡さ

を加え、あわせて9事業を対象に呼びかけます。

れます。
キヤノンのホームページにある「申し込みフォーム」

一方、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3
月5日に予定されていたベルマーク協賛・協力会社懇談

に必要事項を記入して申し込みます。対象は 4 年生を

会は延期しました。財団創立60周年にあたる10月前後

想定していますが、5、6 年生でも実施可能です。一回

にあらためて開催する予定です。また同様に、財団では

の授業は最大 60 人程度です。URL は以下。

職員の感染対策として、職員が朝の通勤時間をずらして

https://cweb.canon.jp/ecology/delivery-class/index.html

出社する「時差出勤」措置をとりました。
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「アルミ付き紙パック回収チャレンジ」結果発表
日本テトラパック
協賛会社の日本テトラパック（ベルマーク番号17）が

クル意識の向上に役立っている様子がうかがえます。
◇

昨年4月から実施していた「第2回アルミ付き紙パック回
収チャレンジ」
キャンペーンの結果がまとまりました。
テトラパックの紙パックには、開いたとき内側が白い

受賞団体のうち、2つの事例が日本テトラパックのＨ
Ｐで紹介されています。いずれも2年連続の受賞でした。

「アルミなし」と、銀色の「アルミ付き」の2種類がありま

静岡県富士宮市のにしふじのみや幼稚園では、5年前

す。
「アルミなし」は１kg20点、「アルミ付き」は１kg40

から紙パックの回収を始めました。保護者が勤務先の店

点で、
「アルミ付き」
はより効率的に点数を集めることが

で使っていたアルミ付き紙パックを届けてくれたり、家

できます。

で消費した紙パックを持ってきてくれたりします。パッ
クを開くのは園児たちも協力。小さな指を使ってキュッ
キュッと頑張って作業します。
岡山県吉備中央町のおかやま希望学園は、小中併設の
全寮制の学園。中学生が主体となり2013年からベルマー
ク運動を始めました。そのきっかけは東日本大震災。
「被

【アルパ回収チャレンジ賞】

災地のために何かできることはないか」という思いから、

受賞団体は以下の通りです。

ベルマーク預金で復興支援することを着想。給食の野菜

にしふじのみや幼稚園（静岡県）／文化幼稚園（青森県）

ジュースのアルミ付き紙パックも対象だとわかり、すぐ

／さくら保育園（茨城県）／光保育園（熊本県）／公益財

に回収を進め、また地域にも協力を呼びかけています。

団法人総合花巻病院こどものくに保育園（岩手県）／二

日本テトラパックの「第2回アルミ付き紙パック回収

日市カトリック幼稚園（福岡県）／認定こども園宮古泉

キャンペーン報告」には、こうした事例の

幼稚園（岩手県）／青森明の星短期大学附属幼稚園（青森

キャンペーンは、この「アルミ付き紙パック」を集めた

ほか、同社のベルマーク運動の仕組みや、様々なアイデ

県）／かぴら幼稚園（埼玉県）／和田保育園（富山県）／

重量に応じて表彰する、というもの。7月18日までにエ

アを盛り込んだ「集める工夫」なども載っていて参考にな

茶山カトリック幼稚園（福岡県）／ももじま幼稚園（愛知

ントリー登録する必要がありましたが、第1回の209団

ります。ぜひご覧ください。

県）／五個荘あじさい幼児園（滋賀県）／東郷旭丘幼稚

チャレンジ

体を上回る257団体が参加。9月20日の締切までに回収

園（愛知県）／黒田幼稚園（三重県）／暁の星学園鳴門聖

した量を競いました。その結果、30団体が「アルパ回収

母幼稚園（徳島県）／京都教育大学附属幼稚園（京都府）

チャレンジ賞」を受賞しました。副賞は回収ボックス、

／中央幼稚園（兵庫県）／鎌倉市立稲村ケ崎小（神奈川県）

トイレットペーパー、箱ティッシュ、半紙、ジグソーバ

／奈良市立柳生小（奈良県）／旭小（鹿児島県）／登美丘

ズル、メモパッドなどでした。いずれも紙パックを再生

西小（大阪府）／日向市立富高小（宮崎県）／豊後大野市

して作られた紙を活用した製品です。

立三重第一小（大分県）／札幌市立有明小（北海道）／葉

参加団体にアンケート調査をしたところ、キャンペー

山町立葉山小（神奈川県）／倉敷市立児島小（岡山県）／

ンに参加することで、アルミ付き紙パックはリサイクル

熊本市立出水南中（熊本県）／学校法人おかやま希望学

できるという認識が
「かなり広まった」
「広まった」と答え

園（岡山県）／女子聖学院中・高（東京都）

た団体が計68％ありました。キャンペーンが、リサイ

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト
（敬称略）
〈震災寄贈〉 1 月 21 日～ 2 月 20 日
▼北海道 中垣隆之 長谷正枝▼岩手県 岩手
県立盛岡となん支援学校中学部生活委員会 伊
藤さおり▼秋田県 植村清子▼福島県 菅野美
穂▼茨城県 匿名希望▼埼玉県 池内朗 鈴木
睦子 OKI ソフトウェアユニオン 桑形朋子
服部由美子 ふじみ野市民生委員・児童委員協
議会連合会第３地区 匿名希望▼千葉県 関田
元子 山本慎一郎 ㈲ぶたのはな 匿名希望▼
東京都 笹谷伸枝 篠原佑典 ヤマト運輸㈱羽
田クロノゲートベース店 吉村美恵 飯野洋子
マネックス証券㈱ アンジェラ 飯塚知子
門田彩 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㈱本
社総務部 ブリヂストンソフトウェア㈱ 水
ing ㈱ 匿名希望▼神奈川県 清水裕子 渡会
恵 伊東孝子 上早予子 寺山かづ子▼新潟県
小川朋恵 山谷静香▼富山県 荻原曜子 匿
名希望▼長野県 塚田康子▼岐阜県 井貝未奈
苗木小学校 PTA Rueda ☆でいいことし隊
山田真美 JSA 中核会岐阜支部 加藤（理）
岐阜県 JA ビジネスサポート㈱ 丹羽さおり
▼静岡県 小池雅子 金森貴久美▼愛知県 匿
名希望▼三重県 大平左知子▼滋賀県 小林恭
子 余呉小中学校▼大阪府 大栗礼華 ㈱ウエ
ルネスサプライ 大同生命社会貢献の会 パナ
ソニックシステムソリューションズジャパン㈱
関西社▼兵庫県 フジッコ㈱ 森本咲 吉田崇
規 リージャスビジネスセンター▼奈良県 岡
本清子 匿名希望▼岡山県 匿名希望▼山口県
福根朋恵▼徳島県 竹田早織▼香川県 ( 株
) コンピュータシステム研究所四国営業所▼福
岡県 NPO 法人大宰府アートのたね 佐野憲
忠 和田久子 匿名希望▼佐賀県 たま▼長崎
県 松田嘉子▼熊本県 牧山健二▼宮崎県 森
真弓 匿名希望▼ 松井恵 原田克巳▼無記名
＝ 28 件
〈一般寄贈〉 1 月 21 日～ 2 月 20 日
▼北海道 岸篤子▼青森県 西浜綜陽▼秋田県
匿名希望▼山形県 菅原京子▼茨城県 原田

昌子 大西祐子▼群馬県 スウィン館林スイミ
ングスクール▼埼玉県 渋沢正治 武内亮介
㈱イナホスポーツ 田嶋康恵 吉野美奈子 匿
名希望▼千葉県 田中義樹 森靖之 伊藤紀勝
鈴木邦子▼東京都 上田優子 エンカレッジ
・テクノロジ㈱ 岡田えみ子 ㈱ドコモ CS ロ
ジスティクス事業部東京端末センター 塩野公
認会計士事務所 田島規子 松井俊樹 ㈱文理
時光花 西山永徳 細井明子 堀澤淑江 三
井住友信託銀行小金井支店 明治安田ビルマネ
ジメント㈱ 矢内幸子 岩崎勝 伊達みや子
寺田真人 中谷紀久恵 あいおいニッセイ同和
損害保険㈱ 多摩市立南鶴牧小学校 日本テト
ラパック㈱ / 御殿場テトラパック（同） J&J
愛をささやく 市川佳世子 小野楽夢里 ㈱サ
ンコーデバイス ㈱東芝 佐々木洋子 田中佑
佳 匿名希望▼神奈川県 奥野優子 榊原洋子
馬上正隆 水谷佳美 道井葉子 アイスター
商事代理店土屋眞弓 アイスター商事代理店前
川敏子 石黒琢一郎 上濱彩香 松田めぐみ
㈲トータルハウジング久野 和田俊子 匿名希
望▼新潟県 地域密着型複合施設わしま 塚田
サト子▼富山県 岩田宏子▼石川県 KDDI ㈱
北陸総支社 清水千加代▼長野県 匿名希望▼
静岡県 諏訪八枝子 磐田市ボラ連収集・整理
ボランティア 佐野友美 柴田工業㈱ 畠中将
也▼愛知県 岡本昌子 河合留美 土屋一義
三井住友海上火災保険㈱中部総務部 鈴木みつ
る ㈱デンソー 入江延代 小川美咲 加藤万
里子 村上多映子 匿名希望▼三重県 大内錦
司 メンテックオークボ 岡田夏海 佐藤かお
る▼滋賀県 小林雷希▼京都府 田中稔 京都
保育福祉専門学院▼大阪府 安永恒子 指野和
代 アイスター商事代理店田中康子 青木なお
み 櫛田基美子 田中町江 谷野恵子 アズビ
ル㈱アドバンスオートメーションカンパニー関
西支社 岩﨑多美子▼兵庫県 アイスター商事
代理店藤井由美子 筌場幸一 日本ハム食品 (
株 ) 関西プラント 三井住友信託銀行 ( 株 ) 川
西支店 安田智子 和住良昭▼奈良県 西村利
子▼鳥取県 ㈲タイセイ通信▼岡山県 片山工

大台達成校

業労働組合 鳥越多美子 ㈲野上製作所▼広島
県 匿名希望▼山口県 福島ゆかり▼福岡県
㈱ LIXIL トータルサービス福岡営業所 福岡女
子大学国際文理学部▼大分県 井上義雄▼宮崎
県 中原真理恵▼鹿児島県 大坪まり子▼無記
名＝ 51 件
〈友愛援助申し込み〉2 月 1 日～ 2 月 29 日
◆宮城県 仙台 YMCA 幼稚園（仙台市青葉区）
第一幼稚園（白石市）◆山形県 寒河江小（寒
河江市） 長井北中（長井市）◆茨城県 見川
中（水戸市）◆群馬県 大類保育所（高崎市）
◆千葉県 高野山小（我孫子市）◆東京都 三
田高（港区）◆神奈川県 永野小（横浜市港南
区） 桂台小（横浜市栄区） 大谷戸小（川崎市
中原区）◆富山県 中央小（富山市）◆長野県
城山小（長野市） 飯島中（飯島町）◆岐阜
県 北高（岐阜市）◆静岡県 浜名特別支援学
校（湖西市）◆滋賀県 瀬田中（大津市）◆広
島県 三原小（三原市）◆福岡県 霧丘小（北
九州市小倉北区）◆長崎県 長崎商業高（長崎
市） 上山小（諫早市）

ベルマークを集めてくれて、
ありがとう!!

2月
小俣小
三重県伊勢市
13,034,381
寺尾小
横浜市鶴見区
8,000,897
平田小
千葉県市川市
7,008,348
成徳小
神戸市灘区
7,034,399
鶴見小
大分県別府市
7,019,986
天神川小
兵庫県伊丹市
6,000,892
総社小
岡山県総社市
6,026,982
金池小
大分市
6,041,526
富里小
千葉県富里市
5,009,581
淵野辺小
相模原市中央区 5,024,885
衣笠小
神奈川県横須賀市 5,020,375
藤ノ木小
富山市
5,029,014
鞍月小
金沢市
5,007,756
見川小
水戸市
4,013,694
雄踏幼稚園 浜松市西区
4,005,901
七条小
京都市下京区
4,012,012
常磐野小
京都市右京区
4,037,537
清水小
兵庫県明石市
4,039,291
岩国小
山口県岩国市
4,040,417
諏訪小
長崎市
4,008,917
大森小
福島市
3,033,172
浦和別所小 さいたま市南区 3,021,603
杉並第九小 東京都杉並区
3,013,901
府中第一小 東京都府中市
3,045,100
杉原小
富山市
3,025,765
上野台幼稚園 愛知県東海市 3,013,338
上ケ原小
兵庫県西宮市
3,024,281
中居林小
青森県八戸市
2,000,854
友部第二小 茨城県笠間市
2,049,105
東小
前橋市
2,012,479
志都美幼・小 奈良県香芝市 2,010,640
筑紫東小
福岡県筑紫野市 2,036,498
藤里小
秋田県藤里町
1,001,663
松之木小
埼玉県八潮市
1,017,684
木曽呂小
埼玉県川口市
1,035,934
都賀の台幼稚園 千葉市若葉区 1,004,618
豊洲小
長野県須坂市
1,027,368
聖心幼稚園 名古屋市北区
1,012,902
八上小
兵庫県丹波篠山市 1,001,112
久米中
松山市
1,031,915

