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「バーチャル説明会」
ＨＰ上で開催
新型コロナ禍で中止の運動説明会の代わりにどうぞ

新型コロナ

続いてベルマーク運動の現状と実務に

運営するウェブベルマーク協会が作った

クル事業協同組合（同76）、ショウワノー

ウイルスの

ついての説明です。会場で使う予定だっ

動画「ウェブベルマークをはじめましょ

ト（同53）の3社から財団に届きました。

影響で中止に

たパワーポイントに音声を入れ、動画仕

う！」を掲載しました。協会の他の動画へ

また「防災科学教室」を財団と共催してい

な っ た 2020

立てにしました。参加団体にお届けした

のリンクもあります。ネットショッピン

る防災科学技術研究所からも、教室の紹

年度ベルマー

資料を手元に用意してご覧になれば、よ

グでベルマーク点数を貯めることができ

介動画が届きました。
「 バーチャル説明

り分かりやすくなります。

る新しい仕組みで、東日本大震災を機に

会」内にリンクを設けてあります。

ク運動説明会に代わり、ベルマーク財団
はホームページ上で
「バーチャル説明会」

本来の説明会では、この後に「PTA

◇

2013 年に作られました。

を開催しています。トップページのアイ

の発表」が予定されていました。他校の

説明会では、会場によって協賛会社に

運動の理念や進め方についてはホーム

コンからお入りください。

活動例を知りたい方は、ホームページの

よるベルマーク商品などのプレゼンテー

ページの「ベルマーク運動って？」、昨年

「集めてます」→「PTA の発表」に昨年

ションが予定されていました。このため

度の支援実績は「財団情報」→「2019 年

最初に動画「未来を育むベルマーク
2020」へのリンクを置きました。運動

度までの発表例を網羅していますので、

に準備した動画やメッセージなどが、5

度報告」もご参照ください。困難な情勢

の仕組み や 歴 史 を ま と め た も の で す。

こちらを参照してください。

月10日現在で、キリンビバレッジ（ベル

ではありますが、子どもたちの笑顔のた

マーク番号 54）、
NGP日本自動車リサイ

め今年度もよろしくお願いいたします。

トップページにもアイコンがあります。

次に、ウェブベルマークについてです。

「教育応援隊2020」今年度も募集中
オーサー・ビジットや走り方教室など
ベルマーク財団は 2020 年度の「教育応援隊」を募集

絵本を届けるシャンティ国際ボランティア会（SVA）の

しています。
「オーサー・ビジット」「走り方・サッカー

活動です。ベルマーク財団はこの活動を 2000 年から支

教室」
「絵本を届ける運動」「防災科学教室」の 4 つの

援しています。中学と高校の計 20 校で実施予定。受付

ソフト事業です。いずれも申し込みは財団ＨＰ「ダウン

順に実施校を決め、SVA から絵本と翻訳シールのセッ

ロード」→「各種申込書」などをご参照ください。

ト（1 校 25 セット）を送ってもらいます。各学校で絵
本に翻訳シールを貼る作業をした後、10 月末までに完

オーサー・ビジット
本の著者が学校を訪れ、とっておきの授業をする、朝
日新聞社との共同企画。2020 年度ベルマーク版の講師

尾木直樹さん

宮西達也さん

山崎聡一郎さん

成品を SVA へ返送します。
防災科学教室
国立研究開発法人・防災科学技術研究所（茨城県つく

は、テレビなどで活躍中の教育評論家で尾木ママこと尾

ミズノ・スポーツ教室「走り方」「サッカー」

木直樹さん、
「おまえうまそうだな」「おとうさんはウル

小中学校を対象に 10 校で開催予定。開催は基本的に

ば市）の研究者が講師を務め、自然災害が起きるメカニ

トラマン」
等の作品で知られる絵本作家の宮西達也さん、

9 月以降です。実技を中心に 2 時間程度の指導で、派遣

ズムや備えるべきポイントなどを、実験等も交じえなが

昨年ベストセラーになった「こども六法」の著者の山崎

するコーチの人数などは学校と相談して決めます。原則

ら考えていきます。授業内容や災害の分野などについて

聡一郎さん、という豪華な 3 人です。締切は、学校に

として受付順に開催を決めます。

は相談に応じます。こちらは無料。締切は 6 月 26 日（金）。

お送りしたチラシでは 6 月 30 日でしたが、新型コロナ

シャンティ国際ボランティア会「絵本を届ける運動」

講師のスケジュールと調整して 7 月中旬までに実施校

禍等の情勢から 7 月 28 日 ( 火 ) 必着に延長しました。

アジアの子どもたちに、現地語の翻訳シールを貼った

を決めます。

ベルマーク財団は事務所での業務を 5 月 7 日から再

今年度のベルマーク運動説明会の中止を 3 月末に決め、

財団業務を限定再開
7日から交代勤務と時差出勤を実施

開しました。ただし新型コロナウイルス感染拡大防止の

さらに緊急事態宣言が出た後の 4 月 13 日から財団事務

観点から、出勤者を減らす「交代勤務」と通勤時間をず

所での業務を一時休止していました。

らす「時差出勤」を当面実施します。
新型コロナ禍で、財団は全国 94 カ所で予定していた

ベルマーク手帳などの新年度資料については、すでに
発送を完了しています。到着をご確認ください。
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校舎をキャンバスに、思い出を描こう！
キヤノンマーケティングジャパンがプロジェクト参加校募集
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）が、「校

ジェクトです。
プロジェクトは、
「つくる」と「のこす」

る「思い出写真係」が撮った様々な写真

ン「校舎の思い出プロジェクト事務局」

データはフォトブックにまとめられ、各

(03-6719-9150、 平 日 午 前 9 時 ～ 午 後

クラスと図書室に寄贈されます。

5 時 30 分 ) へ。

舎の思い出プロジェクト」に参加を希望

の 2 段階からなります。ぺんてるが画

する学校を募集しています。

材を提供して、まず子どもたちに絵を描

2014 年から始まったこのプロジェク

建て替えや統廃合で取り壊される小学

いてもらいます。そしてキヤノンマーケ

トは、2017 年に「青少年の体験活動推

校の、校舎全体をキャンバスに見立てて

ティングジャパンが貸し出す一眼レフカ

進企業表彰」の最高位「文部科学大臣賞」、

絵を描き、それを撮影してポスターを作

メラで、子どもたちが絵や制作過程を撮

2018 年には「メセナアワード（公益社

成、
学校に寄贈します。同社と、文具メー

影します。

団法人企業メセナ協議会主催）」の特別

カーのぺんてるの協力による壮大なプロ

賞「文化庁長官賞」を受賞しています。

絵のデザインは学年ごとにテーマを決
めるなどして考えます。使う画材は絵の
具やクレヨンですが、筆で描くのもよし、
手に絵の具を付けて手形のスタンプをす

このプロジェクトは、小学校の授業や

るのもよし。過去の実施校では子どもた

行事を活用して行うため、学校長の承認

ちが自由な発想力を生かし、カラフルな

を得て、小学校の先生から申し込みす

作品を作り上げました。

る必要があります。また、イベントの 6

大判ポスターにした写真は額装して学

カ月前までにお申し込みください。問い

校に寄贈されます。子どもたち自身によ

合わせはキヤノンマーケティングジャパ

かごしま推進の会に福祉功労者賞

ベルマーク付きマスク

ベルマークを集めて東日本大震災被災地支援

ファインプラスが販売開始
協賛会社のファインプラス（ベルマーク番号 39）が、

ベルマークを集めて東日本大震災被災地の支援に取り

に向けて、平嶺さんはベルマーク運動への思いを語りか

組んでいる「かごしまベルマーク運動推進の会」が昨年

けました。「ベルマーク運動は日本人の誠実さをもって

このほどマスクの販売を始めました。三層構造の不織布

12 月、鹿児島市社会福祉協議会の福祉功労者賞を受賞

成立するもので、地域の貴重な『educational resources

で作られた 10 枚入りセットで、5 点のベルマーク付き。

（教育のための資源）』である」
。地域住民一人一人に「自

パッケージにはベルの形の帽子をかぶったかわいらしい

分にも関係があること」と意識してもらえるようなきっ

キャラクターがデザインされています。同社の企画担当

かけづくりを模索していきたい、と考えているそうです。

者は「少しでも皆さまのお役に立てれば」とコメント。

後日、いま会の代表をつとめる板坂菜々乃さん、麻菜

量販店などに卸され、小売価格は 1000 円程度の予定。

しました。
12 月 4 日の表彰式では、会の設立者で前代表の平嶺
光子さんに表彰状が手渡されました。約 80 名の来場者

華さん、茉梨菜さん、ありささんの 4 姉妹が受賞を知っ
た南日本新聞の取材を受けました。4 姉妹は「掲載後、
マークを郵送してくれる方が増えた」「情報を発信でき
る貴重な機会だった。更に躍進したい」「活動を改めて
振り返ることが出来た」「『頑張ってるね』と声をかけて
もらったのが嬉しかった」と話してくれました。
◇
同会は東日本大震災直後の 2011 年４月 29 日に設立。
活動の三つの柱は、①ベルマークで被災地支援ができる
取材を受ける板坂 4 姉妹。手にした紙の数字は、2018 年度に集めた
ベルマークが 11 万点を超えた感謝と、鹿児島市の人口と同じ 60 万
が目標であることを示している

ことを広める②学校以外で集める③整理集計して財団に
届ける

です。平嶺さんと板坂４姉妹は「ベルマーク大

使」としても活躍しています。

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト
（敬称略）

〈震災寄贈〉3 月 21 日～ 4 月 20 日
▼北海道 旭川市立東光小学校平成 30 年度 6
年 1 組▼青森県 弘前友の会▼岩手県 いわ
て生活協同組合コープくらしの助け合いの会水
沢支部 匿名希望▼福島県 沼田明美▼茨城県
神栖市社会福祉協議会鐘の会 熊倉あゆみ
鈴木奈緒▼栃木県 ㈲櫻井鉄工所 亀山小学校
４年生児童一同 西村薫子 匿名希望▼群馬県
太田中学校▼埼玉県 片柳冬子 匿名希望▼
千葉県 関田元子 匿名希望▼東京都 岩下真
美子 小澤心優 ㈱ダイシングループ㈲ダイシ
ン 川下英子 清水まり子 センチュリーメデ
ィカル㈱ 松田祐子 コネクシオ㈱ショップ業
務改革推進部 日本基督教団小金井緑町教会
八田晃 パナソニックシステムソリューション
ズ㈱本社総務部 宮澤萌美 横田和英 匿名希
望▼神奈川県 加藤容子 ㈱日産クリエイティ
ブサービス厚木支店 ㈱ニフコ 田島佑樹 茅
ケ崎市国際交流協会 牧田知与 市川潤 井上
扶美子 勝俣佳美 伊達和子▼石川県 匿名希
望▼岐阜県 梅林中学校 苗木小学校 PTA
匿名希望▼愛知県 NOK ㈱名古屋支店 NTT
ビジネスアソシエ西日本東海支店 稲沢市社会
福祉協議会 名古屋市南児童館 リョウセイ㈱
エイセブプラス㈱ふれあい活動幹事一同▼三
重県 川村佳子 檜垣▼滋賀県 中尾香菜恵▼
大阪府 野村聖 ボーイスカウト堺第９団▼兵
庫県 菅の台小学校 三宅花奈 健斗 三木市

市民生活部市民協働課▼和歌山県 谷祐輝▼岡
山県 土田仁美▼徳島県 匿名希望▼愛媛県
武永世志子▼大分県 竹尾さやか▼無記名＝
19 件
〈一般寄贈〉3 月 21 日～ 4 月 20 日
▼北海道 樋口政晴 匿名希望▼岩手県 明治
安田生命労働組合盛岡支部▼秋田県 鈴木志保
鈴木薫▼福島県 高久田潤 松田美恵子▼茨
城県 佐久間千恵子 石塚順子 鈴木愛望▼栃
木県 キヤノン㈱宇都宮事業所 匿名希望▼群
馬県 宮崎浩美 宮本梢 小管初美 JA 共済
連群馬▼埼玉県 ASA 狭山市北部 いるま野
農業協同組合 水本優巳子 内藤美子 鈴木栄
美子▼千葉県 井上太稀 宮澤恭子▼東京都
㈱かんぽ生命保険広報部 ㈱ジェー・シー・ス
タッフ 今井陽子 守屋尚 小堀由美子 森永
明子 渡邉慶子 島田麻里 東京地下鉄㈱監査
室・監査役室 鈴木七菜 ㈱ライブ ㈱文理
逆井由美 麹町小学校 PTA 三菱電機システ
ムサービス㈱ 山崎慶子 田平眞由美 野口晴
代▼神奈川県 雨宮聖子 横浜国立大学教育学
部附属横浜小学校第 109 期 Galaxy １組 富田
充江 横浜市港南スポーツセンター 佐藤信隆
枝広智恵子 大館範子 大門ひろみ 福井美
和 福本アキコ▼新潟県 地域密着型複合施設
わしま Ｙ．Ｎ． 匿名希望▼長野県 清水次
子 更級広子 中沢加代子 百瀬雅子▼岐阜県

佐藤澄子 立正佼成会中津川教会多治見支部
▼静岡県 小長井慶子 上田浩晶 清水歌乃
Ｔ． 勝又一真 畠中将也▼愛知県 ㈱魚国総
本社名古屋本部 お茶処菜芙 稲沢西小学校５
年生一同 水谷小百合 大矢真義 ㈱ KJM
曽我部國久▼三重県 アイスター商事代理店川
口節子 山森房子 F-LINE ㈱三重物流センタ
ー 阪口敏子 第一生命労働組合三重営業職支
部▼京都府 西田恵子▼大阪府 ㈱ヒラノシー
リング マックススポーツ㈱ 岩田章子 松村
理沙 西本昇平 ㈱アストジャパンパート会
植村知里 大和ハウス工業㈱大阪北支店 藤原
かおる▼兵庫県 末岡陽子▼島根県 出雲市立
第三中学校ボランティア委員会▼岡山県 鳥越
多美子▼広島県 天野祐子 松尾真希▼山口県
山口県立華陵高等学校 福島ゆかり▼香川県
高松短期大学秘書課▼福岡県 中島由美子
中島麗子 匿名希望 那珂川市商工会女性部
ガールズスカウト福岡県第９団 木原▼熊本県
松永健一 大石朋子 熊本県立宇土中学校ボ
ランティア推進委員会一同▼大分県 井上義雄
▼鹿児島県 かごしま水族館▼ 三浦健太郎▼
無記名＝ 24 件
〈友愛援助申し込み〉4 月 1 日～ 4 月 30 日
◆宮城県 通町小（仙台市青葉区）◆静岡県
麁玉中（浜松市浜北区）◆山口県 西宇部小（宇
部市）

大台達成校
4月
武生南小
福井県越前市
11,029,673
希望ケ丘小 横浜市旭区
7,019,016
柏小
北海道帯広市
6,009,216
井田小
川崎市中原区
5,006,767
峰山こども園 京都府京丹後市 5,018,650
まつたけ幼稚園 埼玉県行田市 3,001,198
山元小
横浜市中区
3,004,774
明倫小
京都府舞鶴市
3,021,970
平和小
奈良県大和郡山市 3,003,794
松伏小
埼玉県松伏町
2,035,980
武蔵丘小
東京都世田谷区 2,005,620
成瀬台小
東京都町田市
2,019,917
橋北中
津市
2,033,993
矢巾東小
岩手県矢巾町
1,038,017
美園小
さいたま市緑区 1,006,068
上志津小
千葉県佐倉市
1,003,311
上所小
新潟市中央区
1,012,504

