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　2021年度のベルマーク運動説明会はコロナ禍のため、
昨年に続いて中止になりました。代わりに説明会でお話
する予定だった内容をまとめた「バーチャル説明会」コー
ナーをＨＰに開設しました。ご参照ください。
　ベルマーク運動の現状や実務についての説明のほか、
今回は工夫を凝らして活動している学校の事例集も作り
ました。協賛会社から届いたベルマーク商品やキャン
ペーンの資料も、こちらからご覧になれます。ウェブベ
ルマーク協会からのお知らせも掲載しています。
　ベルマーク運動の理念や具体的な進め方については、
ＨＰ「ベルマーク運動って？」の各項目もご参照くださ
い。学校の事例集もそこに掲載してあります。昨年度
の支援実績などはＨＰ最下部の「財団情報」から入って

「2020年度報告」をご覧下さい。

1

　横浜市東部の 126の郵便局が合同でベ
ルマーク収集に取り組み、4万6869.3
点を地域の小学校へ寄贈しました。初め
ての試みでしたが、1 ヵ月という短い期
間での収集活動は大きな成果に結びつき
ました。
　横浜市の 7 行政区（西区、神奈川区、
港北区、都筑区、緑区、青葉区、鶴見区）
の郵便局で作る日本郵便横浜市東部地区
連絡会が実施しました。社員間のコミュ
ニケーションを目的とした秋の運動会が
昨年はコロナ禍で中止になったため、集
まらなくても出来る活動として、若手社
員が代わりに発案したのが、ベルマーク
の収集でした。
　11 月を収集期間、12 月を仕分け・集
計期間と定め、集中的に取り組む計画を

立てました。名付けて「横東秋のベルマー
ク大収穫祭」。イベントをより盛り上げ
るため、エリアごとの「部会」対抗で点
数・枚数を競うことにしました。ただし、
ルールは「強制せず、楽しみながら集め
ること」。
　とは言え、呼びかけるだけではマーク
はなかなか集まりません。そこで「ベル
マーク !! ここにあったよ」というプリ
ントを作り、社員がベルマークを見つけ
た商品やその点数を記入して FAX で共
有することにしました。プリントの一言
欄には、その商品をおいしく食べるレシ
ピや、お店のセール情報なども書き込ま
れ、運動を進める楽しさが増したそうで
す。
　仕分け・集計はオリジナルの台紙を使

いました。なんとアドバイスをくれたの
は、実務を担当した馬場武志・中川駅前
郵便局長の奥さん、春那さんです。小学
校でベルマーク活動を担当していて「ど
うマークを整理したら寄贈先の学校が喜
んでくれるか」考えてくれたそうです。
　1 月に緊急事態宣言が発令されたた
め、ベルマークの寄贈式を開くのは難し
くなりましたが、オンライン校長会の開
催にあわせて 2 月に神奈川区の市立大
口台小学校への訪問が実現。東神奈川部
会と西神奈川部会が集めたベルマーク
を、代表として田川斉史校長に手渡しま
した。
　学校からは、感謝の声が多く寄せられ
ました。特にマークの整理が済んでいた
ことが喜ばれたそうです。

　馬場局長は今回、「地域貢献活動は『や
らされる』のではなく自発的に楽しく取
り組むことが大切」と感じたそうです。
また、連絡会の統括局長を務める串田明
彦・横浜池辺郵便局長は、今後の目標を

「地域の皆様に安心・安全を提供し、『郵
便局があってよかった』と感じてもらう
ことが私たちの仕事。地域に合ったサー
ビスを提供し、拠り所となる存在であり
たい」と語ってくれました。

バーチャル説明会、今年もHPで開催中
協賛会社8社からのお知らせも

日本郵便横浜市東部地区連絡会、1ヵ月で4.7万点収集
126の郵便局が小学校に寄贈

①左から馬場武志・中川駅前郵便局長、串田明彦・横浜池辺郵便局長　②オリジナルの台紙いっぱいに貼られたマーク　③横浜市立大口台小学校で、社員から田川校長へベルマークが手渡された
④お話をうかがった中川駅前郵便局はかわいらしい建物　⑤ベルマーくんと、日本郵便公式キャラクターの「ぽすくま」　⑥レクリエーション担当者がFAXで収集を呼びかけた　⑦「ベルマーク!!ここにあったよ」プリント

郵便局員のみなさん、
ありがとうございました!!

① ② ③

④ ⑤

⑥

⑦
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　「テクノホライゾングループ ソリュー
ションフェア 2021 in 東京」が、4 月 7、
8 の両日、東京都文京区の東京ドームシ
ティプリズムホールで開かれました。協
力会社のエルモ社がグループ数社と合併
し、4 月から新発足したのがテクノホラ
イゾン社です。でも「エルモ」はブラン
ドとして残っており、協力会社としての
名称もエルモのままです。
　エルモは映写機や 8 ミリカメラを作っ
ていた歴史があります。主力製品も映像
関係が多く、その一つが、資料や手元の
動きなどを大きく映す書画カメラ（実物
投影機）。様々な製品があり、カメラの
向きを変えれば、授業風景を撮影するこ
ともできるそうです。
　電子黒板も主力製品のひとつ。指やペ
ンで自由に文字や絵が描け、拡大・縮小・
移動・保存も簡単で、板書のレイアウト
を自由に変更できます。書画カメラと接

　サッカー J2 のヴァンフォーレ甲府は毎年、ホームゲー
ムでベルマークを集め、被災校支援のために寄贈してい
ます。コロナ禍だった昨年は郵送での提供も呼びかけ、
約 4 万点が集まりました。4 月 20 日、チームスポンサー
のはくばく本社（山梨県中央市）で関係者によるセレモ
ニーがありました。
　この活動は、ヴァンフォーレ甲府とはくばく、協賛
会社のあいおいニッセイ同和損保（ベルマーク番号 92）
山梨支店、地元代理店のさいとうエージェンシーの 4
者が協力して 2013 年から続けられています。コロナ禍
でイベントが開催できなかった昨年は、ホームゲーム 2
試合で専用ポストを設置したほか、ベルマークを郵送す
るとプレゼントがもらえる企画を実施。サポーターに提
供を呼びかけました。
　事務を担当したはくばくによると、県外在住者や、感
染防止のため観戦を断念した人からは、郵送対応に感謝
する手紙も届いたそうです。仕分け・集計はさいとう
エージェンシーが担当。セレモニー会場で披露されたベ
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続して使うこともできます。
　プログラミング教育の教材もありまし
た。iRobot 社の「Root（ルート）」は同
社の掃除機「ルンバ」をモチーフにし
た、プログラミング用のロボット。大人
の手のひらほどのサイズで、裏面に磁石

があり、垂直面でも動かせます。ポーラ
ンドの BeCREO 社「Scottie Go ！（スコッ
ティー・ゴー）」は、画面上でキャラク
ターを課題通りに動かす命令を、カード
を使って作ります。
　案内してくれた営業担当の立木隆さん

は「休校になっても教育を絶やさないた
めに、授業をサポートしていくことが大
切」と話します。学校現場では、情報端
末の配布も進んでいます。同じく営業の
島村俊介さんは「学校教育は今、大きな
転換期にあると思う」と話しました。

　協賛会社のキリンビバレッジ（ベル
マーク番号54）は、「生茶のベルマーク
を集めて♪東北のおいしいものを当てよ
う！キャンペーン」を4月26日から実施
しています。集まったベルマークは東北
地域の小中学校のために使われます。
　流通大手イオンリテールのなかで山
梨・神奈川・東京・千葉の1都3県を担当す
る南関東カンパニーとの共同企画。この
地域にあるイオン・イオンスタイル約80
店でキリンビバレッジのベルマーク商品
を買い、そのマークを送ると、抽選で
豪華賞品が当たります。Aコースの賞品
は仙台牛&米沢牛豪華セット（5人）でベ
ルマーク24点、Bコースの山形県金賞米
5キロ（30人）とCコースのイオン商品券

2000円分（100人）はそれぞれベルマー
ク6点が必要です。
　店頭にある応募はがきにマークを貼っ
てお送りください。キャンペーンは5月
31日まで、応募締め切りは6月7日、当
日消印有効です。対象商品はキリン生
茶、生茶ほうじ煎茶、生茶デカフェ、生
茶2Lです。

　キリンビバレッジは5月1日から「ベル
マークで当たる！家族でHAPPYキャン
ペーン」を展開しています。
　神奈川県及び東京都などで店舗展開す
るスーパー「三和」「フードワン」、横浜
を中心とした「食品館あおば」との共同企
画。各店でキリンビバレッジのベルマー
ク商品を買い、そのマークを7枚送ると
抽選で横浜中華街のギフトカード1万円
分、3枚なら同じくキリン生茶の24本入
りケースなどが当たります。
　対象はキリン生茶、生茶ほうじ煎茶、
生茶デカフェ、小岩井純水果汁シリーズ、
キリンレモン、同無糖、キリンラブズス
ポーツ。キャンペーンは6月14日まで。
締め切りは同15日、当日消印有効。

　協賛会社の三井製糖（ベルマーク番号06）は、1月から
新しいベルマーク商品「国産てん菜糖クラフト」を発売し
ています。
　てん菜は、サトウダイコンやビートとも呼ばれる植物
で、サトウキビと並ぶ砂糖の原料です。地中に埋まって
いるカブのような根の部分から糖分を抽出します。日本
では北海道だけで栽培されています。国産てん菜糖は溶
けやすく、やさしい甘さが特長で、料理やお菓子作りに
幅広く使えます。
　容器はクラフト貼りの
チャック付きの袋で、底が
広がって自立するため使い
やすく、保存にも便利です。
印刷は環境への負荷が少な
い水性インクを使っていま
す。250g入り、オープン
価格。2点のベルマークが
パックの口を開ける切り込
みの上に付いています。

ルマークは、会社ごとにビニール袋で仕分けられ、点数
の明細もちゃんとついていました。あいおいニッセイ同
和損保の本社を経由してベルマーク財団に寄贈される予
定です。

「国産てん菜糖」を新発売
三井製糖、やさしい甘さが特徴

キリンビバレッジが南関東でキャンペーン続々

ヴァンフォーレ甲府が約4万点寄贈へ

イオンリテール南関東カンパニーと共同で 三和・フードワン、食品館あおばとの共同企画

あいおいニッセイ同和損保、同代理店、はくばくと一緒に

①会場の様子　②書画カメラは資料や手元の動きなどを大きく映す　③iRobot社の「Root」　④右から、テクノホライゾンの立木隆さん、島村俊介さん

IT技術を生かして教育のお手伝い
展示会で拝見、協力会社エルモの取扱商品

右から、はくばくの長澤重俊社長、ヴァンフォーレ山梨スポーツクラ
ブの佐久間悟社長、あいおいニッセイ同和損保山梨支店の青木洋介・
山梨第一支社長、さいとうエージェンシーの齋藤寿人社長

① ② ③

④
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　2021年度もベルマーク便りコンクールを開催します。
作品を送るだけで、少なくとも参加賞の図書カードをも
らえます。プリント1枚でも、あるいは動画や電子デー
タでも応募できます。ぜひご応募ください。
　ベルマーク収集への協力を呼びかけるプリントのお知
らせや、活動を報告する広報紙、新聞などの「ベルマー
ク便り」を募集します。家庭や子どもたちに対して発行
しているものでも、地域の皆さんに配布しているもので
も構いません。カラー白黒は問いません。
　なお、このコンクールはベルマーク運動に参加してい
る団体を対象としています。

【応募方法】　対象は過去1年以内（2020年10月1日～
2021年9月30日）に作成したもの。応募は1枚から可能
ですが、複数枚の場合は年間の活動状況が分かるよう、
出来るだけ多くの作品をお送りください。

【宛て先】　〒104-0045　東京都中央区築地5-4-18　汐
留イーストサイドビル7階　ベルマーク財団「ベルマー
ク便りコンクール係」
※必ず上記の係名にお願いします。また、ベルマークの
梱包の中には入れないでください。
※電子データの場合はメールに添付してください。件
名は「ベルマーク便りコンクール応募」でお願いします。
kohou@bellmark.or.jp

【応募締切】　2021年9月30日消印有効
【賞金と参加賞】　優秀賞10点に各3万円と副賞として額
入り表彰状、佳作と特別賞（計10点程度）に各1万円と額
入り表彰状を贈呈します。他は参加賞として2000円の
図書カードを差し上げます。

【結果発表】　11月にベルマーク財団HPで入賞校を発表
します。
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　ベルマーク財団のソフト事業「教育応
援隊」の2021年度募集が始まりました。
詳しくは財団HPをご参照ください。
　「オーサー・ビジット」
　本の著者が学校を訪れて特別な授業
をする、朝日新聞社との共同企画です。
2021 年度のベルマーク版は、尾木ママ
の愛称で知られテレビなどで活躍中の教
育評論家・尾木直樹さん、「おまえうま
そうだな」「おとうさんはウルトラマン」
等の作品で知られる絵本作家・宮西達也
さんの 2 人が講師を務めます。

　「朝日新聞イーポスト」内の専用フォー
ム（https://que.digital .asahi.com/
epost/11003889）に必要事項を記入し
てください。締め切りは 7 月 20 日（火）。
子どもの寄せ書きなど別にアピールし
たいものがあれば dokusho-ouen@asahi.
com へのメールに添付してお送りくだ
さい。訪問校に決まったらベルマーク
預金から 3 万円（別途消費税 2700 円）
を支払います。
　防災科学教室
　国立研究開発法人・防災科学技術研究
所（茨城県つくば市）の研究者が講師を
務め、自然災害に備えるための知識を、
科学実験を交えながら学びます。授業内
容は応相談。コロナ禍に配慮したオンラ
インでの開催も可能です。15 校を目安
に、応募順に実施校を決めます。費用は
無料。財団 HP「ダウンロード」にある
開催申請書で、希望日の 1 ヵ月前まで
にお申し込みください。

　ミズノ・スポーツ教室
　「走り方」「サッカー」
　小中学校を対象に10校で開催予定。
開催は基本的に9月以降で、実技中心に
2時限程度の指導です。原則として受付
順に開催校を決めます。財団HPにある
申込書をお送りください。費用はベル
マーク預金3万円（別途消費税2700円）。
　シャンティ国際ボランティア会
　「絵本を届ける運動」
　アジアの子どもたちに現地語の翻訳
シールを貼った絵本を届けるシャンティ
国際ボランティア会（SVA）の活動です。
中高生対象に計20校で実施予定。学校に
絵本と翻訳シールのセット（1校 25 セッ
ト）が届き、絵本にシールを貼ります。
1 セット 2500 円の費用はベルマーク財
団が全額負担しますが、絵本の返送料は
自己負担です。10 月末までに SVA へ完
成品を返送します。申し込みには財団
HP の申込書と希望書をご利用ください。

　紛争や貧困、自然災害などの苦しい状況におかれ、教
育を受けられずにいる子どもたちが大勢います。そんな
世界の子どもたちのために、何か支援できることはない
か。こんな声に応えてつくられたのがベルマーク運動の
友愛援助です。自分たちの備品購入をちょっと控えて、
ベルマーク預金を直接寄付にあてる仕組みで、1998年
にスタートしました。
　2021年度は、引き続き東日本大震災で被災した子ど
もたちへの支援をはじめ、10事業への支援を募集しま
す。東日本大震災援助は財団が直接実施し、他の事業は
実績のある団体が行います。ほとんどが海外の子どもた
ちを対象とした事業ですが、今回新たに、国内の子ども
食堂を支援するセンターが加わりました。
　申し込み要項は次の通り。金額は問わず、複数の事業
へのエントリーも大歓迎です。世界の子どもたちのため
に、ふるってご参加ください。なお年度内に災害が発生
した際は緊急友愛援助を呼びかける場合があります。

＜申し込み要項＞
▼対象事業　右に掲載してある10事業
▼受付期間　2021年4月から2022年1月31日

（東日本大震災事業のみ、締め切りはありません）
▼申込方法　所定の申込用紙に事業名、寄付金額をご記
入の上、学校長、PTA会長の承認印を押して、財団「友
愛援助係」に郵送してください。
▼処理方法　各PTAの「ベルマーク預金」から引き落と
し、受領書をお送りいたします。
▼事業実施　2022年度の早い時期。実施後に結果を報
告します。「東日本大震災援助」は被災校の実情に合わせ
て2021年度内にも実施し、財団HPで報告します。
▼問い合わせ先　〒104-0045　東京都中央区築地5-4-
18　汐留イーストサイドビル7階
公益財団法人ベルマーク教育助成財団　「友愛援助係」
TEL 03-5148-7255　FAX 03-5148-7256
E-mail：toiawase@bellmark.or.jp

＜事業内容／団体名＞
①東日本大震災援助事業／ベルマーク教育助成財団
②アフガニスタンの子どもたちへの保健教育活動／ジョイセフ
③「もっと本を！ラオスの子ども達に」ラオスでの学校図書室整
　備プロジェクト／ラオスのこども
④スリランカの子どもたちの植林・環境教育支援「子供の森」計
　画／オイスカ
⑤東ティモールの子どもたちの健康を守るための予防接種・保健
　教育支援／シェア＝国際保健協力市民の会
⑥ミャンマー（ビルマ）難民キャンプにおけるコミュニティ図書
　館を通じた教育支援事業／シャンティ国際ボランティア会
⑦アフガニスタン寺子屋プロジェクト／日本ユネスコ協会連盟
⑧シエラレオネ共和国における学校給食プログラム／国連ＷＦＰ
　協会
⑨ブルキナファソで「子どもにやさしい学校」モデル事業／日本
　ユニセフ協会
⑩こども食堂支援事業／全国こども食堂支援センター・むすびえ

教育応援隊2021、ふるってご応募ください

世界と日本の子どものために、預金を寄付

工夫を凝らした「お便り」お送りください

今年度も4つのプログラムを用意しました

第24回友愛援助、10事業を募集

第36回「ベルマーク便りコンクール」9月30日締切

尾木直樹さん 宮西達也さん

㊤防災科学教室で実験するDr.ナダレンジャーと
助手のナダレンコ
㊦絵本を届ける運動に参加する中学生
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〈寄贈〉　3月 21 日～ 4月 20 日
　▼北海道　小柳陽子　佐藤文子　都千枝　
NPO 法人幹の会　㈱ヒロトミ建設　神谷　朝
日カルチャーセンター札幌教室有志　岸本裕美
恵　美唄消費者協会▼青森県　山田友哉　弘前
友の会▼宮城県　カトリックあけの星会　工藤
康博　千葉さち代　東北電力ネットワーク㈱　
星昭一▼秋田県　青野▼山形県　内山幸江　山
形市立南小 6 年生一同　櫛引東小　長井北中
　西塔まゆみ▼福島県　小山純正▼茨城県　県
立水戸聾学校中学部 2 年 2 組一同　大野有香
　安田未央　匿名希望▼栃木県　キヤノン㈱宇
都宮営業所　西村薫子▼群馬県　アイスター商
事代理店金子道江　設楽歩　生品中生徒会▼埼
玉県　JA いるま野　大宮文枝　田嶋康恵　堤
美紀　藪陽一　吉川智子　脇田好身　有賀容子
　安心して暮らせるまちづくりの会　奥山綾子
　片柳冬子　鈴木秀一　田口飛翔　藤野浩司　
寺田多希子　内藤美子　匿名希望▼千葉県　小
泉光佑　大須賀礼子　小暮恵子　近藤裕子　住
吉直紀　関田元子　藤崎紀恵　三井住友信託銀
行千葉支店　山戸和見・髙橋真利　吉田良恵　
㈱いづみや　久原陽子　正木みどり　佐藤裕子
　鈴木有子　宮澤恭子　山田由子　土居優斗　
横井尚子▼東京都　ANA テレマート㈱東京支
店　NTT クラルティ㈱　青木美穂　朝日新聞
販売協同組合協友会　雨宮真美　荒張佐和子　
岡崎ゆかり　加川信雄　葛西美沙子　勝田彩恵
子　㈱銀座長州屋　㈱メンテックカンザイ東京
支店　鎌田小 PTA　川上洋一　神田花瑠　小
岩智子　麹町小 PTA　佐部利真紀　高橋顕治
　寺田日和　寺元健二　東京地下鉄㈱監査室・
監査役室　トヨタモビリティパーツ㈱東京・山
梨統括支社　中島穂子　日野市立豊田小 3 年 1
組　フコク生命首都圏マーケット推進室　明治
安田ビルマネジメント㈱　安田滋子　郵船ロジ
スティクス㈱海上貨物部　横沢護　ライフ経堂
店目黒大橋店　渡辺和昭　㈲石川吹付工業　㈱
ジェー・シー・スタッフ　市川佳世子　大久保
勝城　大塚正志　神取民枝　小林　小森良彦　
佐藤公子　清水恵美子　城南信用金庫原町田支
店　住吉久美子　日本基督教団小金井緑町教会
　米山三郎　ANA エアポートサービス㈱ VIP
サービス部　J&J 愛をささやく　安楽くるみ　
岡村光代家族一同　㈱モスフードサービス　小
作台小令和 2 年度 2 年 1 組　ジャパンプリン

トユニオン　第一生命カードサービス㈱　高橋
恵美子　東京海上日動調査サービス労組　中谷
紀久恵　ブリヂストンソフトウェア㈱　松尾小
百合　㈲菁映社　須永優斗　センチュリーメデ
ィカル㈱　東日本旅客鉄道㈱東京駅企画　藤枝
豊　村上洋子　明治安田オフィスパートナーズ
㈱　匿名希望▼神奈川県　ASA 二俣川　井上
扶美子　岡初子　㈱ニフコ　田村梓　茅ケ崎市
国際交流協会　長津田駅北口郵便局　牧田知与
　水本真紀　石黒琢一郎　石井こうめ　円蔵中
　中川裕子　羽生佳代子　林静子　飯田美和　
㈱日産クリエイティブサービス厚木支店　川崎
久美子　富士通㈱神奈川総務部　領家中 PTA
　塩田弥生　タイガーマスク　匿名希望▼新潟
県　木村博幸　西谷太稀　佐藤芳子　地域密
着型複合施設わしま　NPO 法人ひまわりクラ
ブ　関屋小 6 年後藤碧壬・菊地匠碧　山谷三
枝子　五十嵐ヒサ子　江口智子▼富山県　( 福
) 朝日町社協　浅木日央里　栢元直美　原田登
　銀の車輪▼石川県　坂井由香子　澤水幸▼山
梨県　村松省子　大森奈美　赤池房枝　佐野純
子　橋井みどり　鈴木香織　山形香織　小西弥
生　一ノ瀬舞　大久保恵美子　小林亜矢　二宮
栄理子　坂本美恵子　藤原祐子　山本桂子　長
瀬弘司　吉田和人　佐々木亜希子　佐々木美恵
　増澤昭子　樋口公子　有岡やよい　隅野紗希
　常盤千鶴　五味浩子　林田良子　金子圭子　
佐野めぐみ　石川敏美　葛西幸子　中澤真由美
　田中さゆり　服部美恵　田中久美子　松土美
里　深沢泉　土橋友子　片山雅代　矢崎英里　
今沢夏子　武田綾　矢崎友理　伊藤宏　外村紳
一郎　大森優子　小澤真弓　濃野あゆみ　㈲オ
ートボディショップワタナベ▼長野県　井上一
恵　小林あかね　みんなわくわく　匿名希望▼
岐阜県　井貝美奈　苗木小学校　福田富美子　
早野聡子　末綱啓子　匿名希望▼静岡県　㈲峰
松工業所　アイスター商事代理店杉山美千子　
かいぐんや　和田真穂　磐田市社協　㈱トップ
　畠中将也　清治三千代　中部ガス不動産㈱▼
愛知県　Kachi　NOK ㈱名古屋支店　NTT 西日
本東海事業本部　児島由美子　小林　柴山祥子
　野村佐江子　浜島香織　三菱ケミカル㈱中部
支社　森川伸一　( 福 ) 稲沢市社協　お茶処莱
芙　瀬戸市立幡山東小　栗本涼子　小林重則　
砂田橋小　長江政則　新美　㈱ YMD　小池栄
　相馬亜由美　吉村千鶴　新海のぞみ　匿名希

望▼三重県　後藤朝子　水間結花　阪口敏子　
藤田拓也　水谷瑠茉▼滋賀県　塚本久子　光泉
カトリック高　髙橋香澄▼京都府　小嶋智穂　
K．　脇坂好子▼大阪府　石黒豊子　大西祐子
　大同生命社会貢献の会　田中とも子　三島玲
那　大阪学院大校友会東海支部　アイスター商
事代理店田中康子　植村知里　奥田立子　北浜
土山人　中塚典子　JTB 業務管理センター ( 旧
団体業務支援センター )　阪野和子　日本パレ
ットプール㈱　林　匿名希望▼兵庫県　新島健
三郎　古池和恵　山本裕一　小寺小　播磨小ボ
ランティアワーク　新井東寿　津田 Mars ママ
バレー　三宅花奈　あいの病院・老健アルカデ
ィア　池上舞　㈱デンソーテン　損保ジャパン
㈱西日本船舶営業部関西営業課　吉岡直子　匿
名希望▼奈良県　辰巳仁美　中島久美子▼和歌
山県　橋爪智▼鳥取県　永原千恵　影井法子▼
島根県　開星中・高▼岡山県　大塚泰弘　中嶋
弥生　匿名希望▼広島県　第一生命保険㈱福山
北営業オフィス　藪下真由美　ダイハツ広島販
売㈱　岡野真紀　松尾真希▼山口県　寺田美惠
子　福島ゆかり　山本眞理子　白石健太郎　山
中靖正▼徳島県　川上裕美▼愛媛県　今治市発
達支援センター　村上▼高知県　北川村立北川
中生徒会▼福岡県　ANA 福岡空港㈱貨物・グ
ランドサービス部　㈱電波　富田徹　中野俊史
　守恒中 PTA　谷津田小読み聞かせグループ

〈どっこいしょ〉　那珂川市商工会女性部　鈴木
久子　濱﨑眞一　匿名希望▼佐賀県　損害保険
ジャパン㈱佐賀カスタマーセンター室　城北中
▼長崎県　久保山繁樹▼熊本県　長嶺小 PTA
　西合志南中ボランティア委員会▼大分県　井
上義雄　嶋﨑光平▼沖縄県　那覇市立松島中　
比嘉智子　仲間ダイア▼　桂川真実子　稲葉▼
無記名＝ 92 件

〈友愛援助申し込み〉　4月 1日～ 4月 30 日
　◆青森県　しばた保育園（つがる市）◆東京
都　日野第二保育園（日野市）◆静岡県　富士
南中（富士市）◆京都府　同志社女子中（京都
市上京区）◆大阪府　千里敬愛幼稚園（吹田市）
◆兵庫県　神原小（西宮市）◆岡山県　御南中

（岡山市）／長尾幼稚園（倉敷市）◆福岡県　
柏陵高（福岡市南区）

4 月
服織小 静岡市葵区 7,009,041
新城小 川崎市中原区 6,012,850
奥田小 富山市 5,018,545
我孫子第一小　千葉県我孫子市 4,014,070
日比崎小 広島県尾道市 4,007,521
第二小 東京都三鷹市 3,005,418
米泉小 金沢市 3,018,173
下野小 三重県四日市市 3,006,055
若宮小 兵庫県加古川市 3,046,826
井口台小 広島市西区 3,007,331
明野西小 大分市 3,003,405
鴨居幼稚園 神奈川県横須賀市 2,010,817
岡田小 長野県松本市 2,015,511
小野中 兵庫県小野市 2,027,780
香川中部養護学校　高松市 2,003,293
森中央小 大分県玖珠町 2,006,682
野田特別支援学校
 千葉県野田市 1,010,745
高花小 千葉県印西市 1,005,252
東小 東京都小金井市 1,011,221
碧山小 東京都西東京市 1,004,389
揖斐特別支援学校
 岐阜県揖斐川町 1,026,762
宮川小 兵庫県芦屋市 1,011,744
上牧幼稚園 奈良県上牧町 1,007,480
旭丘小 広島県福山市 1,040,236
三ツ城小 広島県東広島市 1,013,734
石谷小 鹿児島市 1,002,456

　宮城県東部地区小学校長会から、今年度財団が実施し
た東日本大震災被災校支援へのお礼状が届きました。お
礼状を作成してくれたのは、石巻市の市立鮎川小、市立
大街道小、市立釜小、市立鹿妻小、市立二俣小、東松島
市立鳴瀬桜華小の計６校。学校生活での備品活用の様子
や、子どもたちからの感想などが記されています。
　６校のお礼状を取りまとめて送ってくれたのは、釜小
学校の仲上浩一校長。宮城県東部地区（石巻市・登米市・
東松島市・女川町）小学校長会の会長を務めています。
　被災地では新しい道路が整備されたり、学校や住宅が
建ったりと「見た目」が変わってきた実感はあるそうで
す。しかし 10 年経った現在もなお、多くのご家庭が被
災による就学援助制度を利用して、学用品費や学校給食
費などの就学に必要な費用の一部を受給しています。「震
災前後に生まれた子どもたちは、親御さんが一番手をか
けなければならない時期に、十分手をかけられずに育っ
た子も少なくありません。それが今、様々な難しいケー
スを引き起こしています」。これが被災地の現状です。
　いま学校生活を送っている小学生の多くは震災の記憶
がない世代です。仲上校長は「子どもたちは震災を、身
を持って経験していません。経験した私たちが子ども
に伝えなければなりません」と強調します。釜小では 3
月上旬に、「祈りと誓いの集会」を開きました。全員で
黙祷を捧げ、仲上校長が子どもたちに、10 年前人々が
どれだけつらい思いをしたかを伝えました。「３月 11
日は、私たちが命としっかり向き合う日。ふるさと石巻
市と向き合う日でもあります。つらいことを無理に思い
出す必要はありません。忘れることも必要です。しかし、
この日を伝えていく勇気も必要なのです」

　ベルマーク財団が2020年度に支援したへき地学校、
大分県佐伯市立直川中学校（髙野真暢校長、生徒15人）
から感謝メッセージが届きました。
　同校には、テレビやディスプレイスタンド、CDラジオ、
BD/DVDプレーヤーなどを贈りました。冨髙長寛教頭に
よると、4つ贈った黒板拭きクリーナーは全クラスに置
くことが出来たそうです。
　メッセージには、それらを使っている写真と一緒に、
桜と校舎の写った写真も組み合わせてありました。学校
は4月9日に入学式があり、4人の新入生を迎えました。
代表としてあいさつした生徒は「私たちは仲間を大切に
し、協力し合える学年です。中学校生活も仲間とともに
精一杯頑張ります」と決意表明したそうです。佐伯市内
で最も生徒数が少ない中学校ですが、冨髙教頭は「人数
が少ない分、きめ細やかな指導とひとりひとりが活躍で
きる環境づくりを大切にしています」と話してくれまし
た。

東日本大震災の被災校やへき地校からメッセージ届く
宮城県東部地区小学校長会 大分・佐伯市立直川中

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略） 大台達成校


