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11月号

　「ベルマーク便りコンクール」の 2021 年度入賞校が
決まりました。
　ベルマーク活動を学校内外に伝える印刷物・冊子など
が対象で、1986 年に始まり、今年度で 36 回目を数え
ます。最近は動画や SNS 画面による応募もあり、時代
の移ろいを感じさせます。
　今回の応募総数は 110 通。コロナ禍の影響で応募が
減り59通だった昨年度の倍近くを記録しました。でも、
作品に添えられたお手紙を読むと、まだまだ十分に活動

再開できていないところが多かったです。それでも様々
な工夫を凝らした内容に、財団職員は感動の気持ちで
いっぱいになりました。コンクールなのでやむなく審査
し、優秀賞 10校、佳作 7校、特別賞 5校を決めました
が、コロナ禍が続く状況の中でも応募して下さった皆様
に感謝申し上げます。
　入賞校は新聞 3面に掲載しています。2022 年度コン
クールへの応募も始まっていますので、よろしくおねが
いします。

　子ども時代の懐かしい日常を温かく描
く「わらべ絵」の画家、喜田川昌之さん
から、サイン本とともにベルマークが寄
贈されました。
　喜田川さんはベルマーク手帳の表紙を
手がけたり、ベルマーク新聞に長年まん
がを連載したりと、財団とも縁が深い画
家です。静岡県伊東市の伊豆高原にある
自宅 1階はミュージアム「喜田川昌之
わらべ絵館」として人気の観光スポット。
緊急事態宣言が解除された 10月、長ら
く閉館していたわらべ絵館が再開したと
聞き、訪ねてみました。
　伊豆急行の伊豆高原駅から徒歩約 10
分で、わらべ絵館に着きます。この夏に
出版したばかりの「絵本で知ろう二十四
節気　夏」の原画が展示されていました。
財団に送ってくれた本です。二十四節気
は、春夏秋冬をさらに 6つずつに分け
て季節を表したもの。絵を楽しみながら

季節の言葉を学ぶことが出来ます。
　喜田川さんは三重県一志郡にある高岡
地区（現・津市一志町）の出身。「田ん
ぼがあったなぁ。昔は車社会じゃなかっ
たから、本当に音がなかった。夜、高い
ところを飛ぶヨタカの鳴き声は怖かった
な」と幼少時代を振り返ります。
　三重の実家で喜田川さんは、子どもた
ちにお絵描きを教えたりしていたそうで
す。大学進学で上京し、漫画研究会に所
属。新聞社と縁ができ、その関係で訪問
したへき地の小学校の先生の教育熱心さ
に感銘を受けたと言います。
　卒業後はいったん地元に帰りますが、
その後再度上京し、イラストや挿し絵の
仕事をしていました。同時に、近所の子
どもたちと絵を通して交流。それが発展
して月謝制の「四畳半のお絵かき教室」
を開講しました。伊豆に仕事の拠点を移
すまで 20 年ほど続いたそうです。「週

に一回、大人と子どもの間を行き来した」
ことは、のちに手がける「わらべ絵」に
大きく影響しました。
　喜田川さんは 1985 年からベルマーク
新聞に 4コマまんが「ベルちゃん」の
連載を始め、2018 年 1月号まで計 366
回続けてくれました。財団のへき地校支
援事業「心の目で描こう体験塾」でもお
絵描き講師を 12 年間務め、計 44 校を
訪れました。授業では袋の中に切ったれ
んこんを入れ、触覚で得たヒントのみで
描く「さぐり絵」の試みも。触った手を
嗅いだ子が瞬時に「土のにおいがする」
と言うのを聞き、感覚の鋭さに驚いたこ
ともあったそうです。
　「以前、『新人類』という言葉があった
けど、そう思い込んでしまうのは怖いね。
子どもの本質って変わっていなくて、変
化したのは環境や音なんだよね」
　子どもを取り巻く環境は大きく変化し

ましたが、「感性」という本質は変わら
ないまま、人は大人になっていくので
しょう。それが、「わらべ絵」に大人が
懐かしさを感じる理由なのかもしれませ
ん。
　ミュージアムの門の横には「ベルマー
クポスト」があり、地域の方が通りすが
りにベルマークを入れてくれます。ある
程度貯まったタイミングで喜田川さんが
財団に送ります。今回いただいたベル
マークも、そうして集まったものでした。
みなさん、ありがとうございました。

◇
※「絵本で知ろう二十四節気　夏」文・
筆文字：ふじもとみさと／絵：喜田川昌
之／文研出版刊、1500 円 +税。
※「喜田川昌之わらべ絵館」静岡県伊東
市八幡野 1208-59 ／午前 10時～午後 4
時 30 分、火・水定休（祝日、夏休み、
正月は開館、12月 1日～ 31 日は休館）
／高校生以上700円、小・中学生400円、
70才以上 500 円。ペット可。
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①新しい絵本を手に持った喜田川昌之さん　②三原色（赤緑青）と黒白が全て混ざった壁の色は、どの絵にもマッチする。コルクの床やアーチ状の入り口も特徴的　③誰もが投函できるよう、外に設置されているベルマーク
ポスト　④喜田川さんが担当していたベルマーク手帳の表紙絵（左から 2015 年度版、2016 年度版、2017 年度版）

ベルコン2021、応募総数は110通
前年度の倍近く／入賞22校を決定

画家・喜田川昌之さん　伊豆のわらべ絵館を訪ねて
新しい絵本とベルマークが届きました

優秀賞を受賞した葉山町立葉山小の「ベルきっず通信」では、ベルマー
ク運動の持つふたつの役割も紹介されている

① ② ③

④
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　国立研究開発法人防災科学技術研究所（防災科研）と
ベルマーク財団が共催する防災科学教室が 10月14日、
静岡県裾野市の市立富岡第一小学校（勝又和仁校長、児
童 501 人）で開かれました。授業を受けるのは3 年生の
75 人。最初は「大雨による災害に備えよう」と題した、
防災科研の研究員で気象予報士・防災士の資格を持つ宮
島亜希子さんの講演です。
　「大雨が降ると何が起こるの？」。子どもたちにクイズ
形式で問いながら、宮島さんは大雨で避難する際の注意
点をあげていきます。どこへ？　もちろん高いところへ。
靴は？　長靴は水が入ると動けなくなるので運動靴がい
い。歩くときは道の真ん中がおすすめです。
　普段から自宅周辺にどんな危険があるか、考えること
が大切だと宮島さんは強調します。一緒に避難する人の
ことも考えます。お年寄りや赤ちゃんがいればなおさら。

市が作っているハザードマップを事前に確認しておくこ
とも大切。避難所までのコースも「実際に歩いてみてく
ださい」と宮島さん。危険はないか、階段の有無は、な
ど色々なことが分かります。最後にみんなで、雨のもと
になる雲を作る実験をしました。
　続いて Dr. ナダレンジャーが、助手のナダレンコと共に
登場。いつものカツラ・メガネの変装に加え、コロナ対策
のマスクで怪しさ倍増の 2 人は、トイレ休憩の間に皿回
しを披露します。棒を子どもたちに持たせて皿の空中リ
レーも。「僕も!」「私も!」と子どもたちの輪ができました。
　Dr. ナダレンジャーこと納口恭明さん、ナダレンコこ
と罇

もたい

優子さんは、ともに防災科研に所属し、サイエンス
ショーの世界ではとても有名な研究者です。変装や皿回
しは、関心を引き付けるための手段。この日も見事に子
どもたちの心をつかみました。

　「突風マシン」による風当て、雪崩を模した実験、地
震の際に起きる地盤の液状化を観察できるペットボトル
の器具「エッキー」、長さの異なるスポンジの「ゆらゆ
ら 3 兄弟」で揺れ方の違いを調べる実験……。子ども
たちはもう夢中です。
　そして、おなじみの高～く積んだブロックを揺らす実
験。低い建物は素早い振動で大きく揺れ、高い建物はゆっ
たりした振動の方が揺れます。ではブロックの載った台
車をゆっくり揺らしたら？　みんなの期待通り、見事に
ブロックは途中から崩れました。発泡スチロール製なの
で、もちろん安全です。「安全にやっているから楽しい
んです。でも本当にこんなことが起きたら死んじゃうよ」
とナダレンジャー。
　司会を務めた 3 年 1 組担任の吉川健剛先生は「自分
自身も勉強になりました」と感想を話してくれました。

　10 月 18 日月曜の放課後、岡山県の
倉敷市立倉敷第一中学校（田中泰輔校長、
生徒 755 人）の 1年生有志が、ベルマー
ク財団「教育応援隊」のひとつ「絵本を
届ける運動」に初めて参加しました。
　シャンティ国際ボランティア会（ＳＶ
Ａ）が、アジアの開発途上国の子どもた
ちに向けて実施しており、ベルマーク財
団は 2000 年から支援しています。絵本
を母国語で読めるよう、翻訳シールを
貼って現地に送る運動です。1学年の副
主任で、主に数学を教えている宮本由紀
子先生が申し込みました。前任校でこの
運動を経験したことがあったそうです。
　放課後の午後 4時過ぎ、事前説明を
聞いて興味を持った生徒たちが集まって
きました。全部で 31人。女子が多いで
す。この日はカンボジアの子どもたちに
送る「ハンダのびっくりプレゼント」（ア
イリーン・ブラウン作、福本友美子訳／
光村図書出版）25 冊に現地の言葉、ク
メール語のシールを貼ります。
　最初に動画を見て手順を確認。宮本先
生が「シールはあまり内側を切ると元の
日本語を隠せない。絵本を読む子がシー
ルをはがしたくなるから注意して」など
とポイントを伝えました。密にならない
よう距離をとり､2人 1組または単独で、
隣の教室も使って作業します。

　まず、どんなお話なのか読んでみます。
それから翻訳シールを切り離し、絵本に
貼っていきます。まっすぐ貼るのは意外
と難しそう。そして最後の難関は、奥付
ページのシールにクメール語で書く自分
の名前。あいうえおをクメール語で示し
た表と照らし合わせながら慎重に綴って
いきます。作業開始から約 30分経った
ところで、「できた！」と一番乗りのペ
アが完成本を宮本先生に提出しました。

　約 1時間後、隣の教室で作業してい
た女子 2人が、それぞれシールを貼っ
た本を提出して、この日の作業は終了。
シールを貼った本を重ねると、最初より
もかさが増していました。膨らんだ分だ
け、作業した生徒たちの気持ちがこもっ
ているようです。

◇
　35 人学級で 7クラスある 1年生は、
総合学習の時間を中心に SDGs（持続可

能な開発目標）を学んでいます。今回の
作業も SDGs 学習の一環として取り組ん
だそうです。
　田中校長は「コロナ禍の今、学校も試
行錯誤が続きますが、ピンチはチャンス。
いろんな活動をやってみて、マイナスを
プラスに変えていきたい。子どもたちに
は広い視野で周りのことを知ってほしい
ので、今日の活動は本当に良かったです」
と話しました。

クメール語の翻訳シール貼りました！
「絵本を届ける運動」岡山・倉敷市立倉敷第一中1年生有志が参加

㊧もとの文字が隠れるよう、慎重にシールを貼ります　㊨㊤教卓で絵本とシールを受け取り　㊨㊦「できた！」と笑顔の一番乗りペア

大雨の避難は運動靴／高い建物はゆっくり揺れる
静岡・裾野市立富岡第一小で防災科学教室

①宮島亜希子さんのクイズに元気よく「ハイッ」　②雲を作る実験にナダレンジャーも参加　③突風マシンの風に当たる　④高～く積んだブロックが崩れる！
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　瀬戸内海に浮かぶ愛媛県上島町の町立
岩城中学校（梶川直樹校長、生徒 39 人）
から、ベルマーク財団に感謝メッセージ
と写真が届きました。今年度へき地校支
援の対象校のひとつです。
　広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ

「しまなみ海道」の少し東に位置する岩
城島に学校はあります。「青いレモンの
島」として知られ、柑橘類の生産が盛ん。
阿部浩二教頭は「生徒の家は、柑橘類を
栽培しているか、島内にある造船所に務
めているところが多い」といいます。
　今回の支援で、岩城中は様々な備品を
希望しました。スポーツ時に着用する
ゲームベスト、ソフトバレーボール、電
子ホイッスル、ドッチビー、長縄、DVD
／ CD プレーヤー、学習カード……。中
には大型三角定規、大分度器、大型コン
パスといったものもあり、「数学の先生
が授業で重宝しています」と阿部教頭。

　そうした中でも、送られてきた写真は、
運動会の団体競技で長縄跳びを披露する
生徒の姿でした。しっかり踏ん張って縄
を回す生徒に、タイミングを合わせて飛
び上がる生徒たち。瞬間を切りとった、
見事な出来栄えの写真です。
　阿部教頭によると、岩城中の生徒は「純
朴で、何事にも一生懸命取り組んでいる」
とのこと。この春には野球部が軟式の県
大会で準優勝し、四国大会へ駒を進めた
そうです。 

　鹿児島県曽於市の市立光神小学校（中
島清昌校長）からもお礼の手紙が届きま
した。支援で贈られた品々を前にした子
どもたちの写真と、一人一人が書いた
メッセージがまとめられています。
　曽於市は大隅半島の付け根にあり、宮
崎県と境を接している内陸の市です。同
校は明治 25 年創立で、来年は 130 周
年を迎える伝統校ですが、今年度の児童
数は 11 人。でもみんな仲良く元気に過
ごしているそうです。「授業は低・中・

高学年に分かれて実施しますが、朝の活
動や掃除などは、全員で一緒に取り組ん
でいます」と中島校長は話します。
　「教科書に載っている日本の音楽につ
いて、本物に触れて学ぶ機会を作りたい」
と、今回の支援では他の物品と共に琴を
希望しました。写真でも子どもたちは琴
を前に笑顔でポーズ。本物のインパクト
は相当強かったらしく、メッセージでも
真っ先に琴について触れた子が多かった
です。

　「ベルマーク便りコンクール 2021」
の入賞校は計 22 校。このうち 13 校は
過去 10 年受賞歴がなく、フレッシュな
顔ぶれがそろいました。中には今回が初
応募という学校もありました。活字、手
書き、イラスト、動画……。いずれも個
性的な作品ばかりです。優秀賞 10 校は、
財団 HP で作品を見ることができます。
【優秀賞】
葉山町立葉山小学校（神奈川県）
バディスポーツ幼児園　有明（東京都）
岸野保育園（長野県佐久市）
神戸市立稗田小学校（兵庫県）
世田谷区立多聞小学校（東京都）

京都市立仁和小学校（京都府）
枚方市立五常小学校（大阪府）
横浜市立駒岡小学校（神奈川県）
川口市立元郷南小学校（埼玉県）
札幌市立山の手南小学校（北海道）
【佳作】
入間市立高倉小学校（埼玉県）
相模原市立東林小学校（神奈川県）
浜松市立神久呂幼稚園（静岡県）
草津市立笠縫小学校（滋賀県）
大阪市立常盤小学校（大阪府）
二日市カトリック幼稚園（福岡県太宰府市）
横浜市立矢向小学校（神奈川県）
【特別賞】

藤沢市立長後小学校（神奈川県）
浦安市立日の出幼稚園（千葉県）
福岡県立武蔵台高等学校（福岡県）
所沢市立荒幡小学校（埼玉県）
木曽町立福島小学校（長野県）

◇
　コンクールは来年度も開催します。対
象は今年 10 月１日以降に発行した作品
で、締め切りは 2022 年９月 30 日、消
印有効。優秀賞には 3 万円、佳作・特
別賞には 1 万円、賞に漏れた学校には
参加賞として 2000 円の図書カードを進
呈します。年度初めに改めて財団 HP で
告知します。ふるってご応募ください。

　九州を中心に約 300 店舗のディスカ
ウントストアをチェーン展開しているダ
イレックス（本社・佐賀市）は、ベル
マーク協賛会社の湖池屋（ベルマーク番
号 77）、キリンビバレッジ（同 54）と
共同で「ベルマークで応募！ “ おうち時
間 ” 充実キャンペーン」を実施中です。
　ダイレックスとキリンビバレッジが昨
秋実施した「おうち時間応援キャンペー
ン」の第２弾で、今回は新たに湖池屋も
加わりました。
　期間は 11 月 30 日（火）まで。店頭
の応募ハガキに、湖池屋かキリンビバ
レッジの 1 点以上のベルマークを貼っ
て送ると、枚数に応じて抽選で家電製品
や商品券などの景品が当たります。
　ベルマーク 3 枚で応募できる C コー
スは JCB ギフトカード 3000 円分が 50
人に、25 枚で応募できる B コースはニ

ンテンドースイッチが 8 人に、36 枚の
A コースはロボット掃除機のルンバ e5
が 7 人に、それぞれ抽選で当たります。
Ｗチャンスとして、外れた方の中から
200 人に湖池屋とキリンビバレッジの
商品詰め合わせがプレゼントされます。
　締め切りは 12 月 3 日（金）、当日消
印有効。応募はがきはダイレックス店頭
に。また、キリンビバレッジの HP から
もダウンロードできます。

　キリンビバレッジの「ベルマークを集め
て信州の魅力を再発見！キャンペーン」
が 11 月 1 日から始まっています。長野
県も後援しています。おいしい信州フー
ドを県内外に広めるという趣旨に長野県
農政部農業政策課が共感したそうです。
　長野県内の量販店や自販機、小売店で
用意している応募はがきに、キリンビバ
レッジの生茶、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 555ml のベルマークを貼って送りま
す。店頭にはがきがない場合は、キリン
ビバレッジの HP からダウンロードでき
ます。応募は全国から受け付けます。
　賞品は、ベルマーク 5 点の A コース
は J リーグ松本山雅 FC の 2022 年開幕
戦ペアチケットが 5 組 10 人に、同 4 点
の B コースは県内特産の食品などを掲

載したカタログギフトが 50人に、各抽
選で当たります。はずれた方の中から
40人に W チャンスとして信州ビバレッ
ジ製造のキリン天然水 1箱（600ml、24
本入り）が当たります。キャンペーンは
2022 年 1 月 5 日（水）まで。応募締め切
りは同 1月 9日（日）、当日消印有効。問
い合わせは事務局（0120-685036、平日
10 ～ 17 時 ) へ。ベルマークは後に長野
県内の小学校に寄付される予定です。

入賞22校、個性的な作品ずらり
第36回ベルマーク便りコンクール

瀬戸内の島と大隅半島から感謝メッセージ
愛媛・上島町立岩城中 鹿児島・曽於市立光神小

信州では長野県が後援

キリンビバレッジがベルマークキャンペーン展開
九州ではダイレックス×湖池屋

㊤札幌市立山の手南小の「Let's ベルっきー 's」
㊦横浜市立矢向小の「ベルマークだより」
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〈マーク寄贈者〉　9月 21 日～ 10 月 20 日
　▼北海道　髙橋宗子　美唄消費者協会　増田
恵美子　平山怜　伊藤千寿子　匿名希望▼青森
県　八代浩美▼岩手県　岩本修　小野寺玉枝　
関口眞智子　協同組合リッチヒル遠野第１工場
　阿部文子　イオンスーパーセンター労組　須
田友子　匿名希望▼宮城県　野崎愛　村松悦子
　小野寺美花　鈴木節子　村上裕子　匿名希望
▼秋田県　鈴木薫　斎藤全治郎▼山形県　NEC
エンべデッドプロダクツ㈱　内山幸江　玉木喜
代子　砂川啓子　加藤隆　匿名希望
▼福島県　紺野洋子　手塚シズ子　アイプリモ
郡山モルティ店　㈱福島銀行▼茨城県　佐藤妙
子　橋本里枝　渡辺　石崎明美　鈴木航　篠原
敏子　内田とも子　八木岡百合子　斉藤礼子　
髙木令子　匿名希望▼栃木県　宇都宮宮子　小
林正寛　福田恵　渡辺昌代　大塚正志　山中尋
子　赤羽根正子　福田英二　匿名希望▼群馬県
　損害保険ジャパン㈱群馬支店　青木順子　飯
塚由美子　髙瀨雅敏　田中悠　永井由加里　学
童たけのこ　太田市立西中　匿名希望▼埼玉県
　石井美帆　内藤美子　㈱かんぽ生命保険さい
たま支店　小林純子　佐伯亜也子　白畑篤子　
竹谷務　田原純子　曲田直美　松﨑愛奈　清水
邦昭　鳥海まり子　水本忍　湯本登美子　髙野
正枝　萩原栄子　吉橋京子　桜井芳子　佐々木
和久　川柳小 PTA　塩田浩子　嶽野茂　藪陽
一　恩田綾　㈱マミーマート▼千葉県　林　矢
沢幸子　飯塚真弓　木下愛　串山　久保木信子
　佐藤郁代　高橋季公子　鳥沢浩美　中林町子
　野良猫堂　榛澤美代子　平井豊子　茂木夕子
　森靖之　藍場英光　アイプリモ千葉店　大島
ひとみ　片岡雅恵　塚原正子　角田澄江　鳥居
優子　井出律子　諏訪彰子　関田元子　武井友
美　田中義樹　松尾喜代子　荒井文子　匿名希
望▼東京都　ジブラルタ生命保険㈱東京第２支
社　あいおいニッセイ同和損害保険㈱　青木美
穂　伊藤百里子　井上恵里子　上田優子　宇野
拓海　及川ようこ　小澤心優　酒井健太郎　幸
仁クリニック　立花朋宏　寺田真人　早弓和子
　樋口和子　三菱ケミカルシステム㈱有志一同
　三輪紀子　慧秀金融経済総合研究所　松田恵
理子　㈲光洋　97 ひまわり　青柳淑子　浅川
マキ子　浅古純花　足立区立新田小４年４組　
阿部カヨ子　市川佳世子　稲積葉子　今井敏彦
　今井康雄　小川有子　加藤久代　岸田厚子　
岸田裕子　吟道館　熊澤理恵　倉光祥子　国際
保健総合研究所　小山泰司　坂田　佐藤清子　
損害保険ジャパン㈱東東京支店　髙橋葉子　内
藤早苗　中地芳子　中道緑　中村滋　早川澄子
　藤田宏之　三上真理　横井節子　吉﨑忠宏　
アイプリモ表参道店　青柳憲市　浅石　池田和
子　榎本みつ枝　大田区立徳持小 PTA　大西
伴子　小川珠未　小野寺　㈱大塚商会　岸本徹
　小泉晢子　小林明子　関根澄子　タナカダテ
ヒデノリ　寺岡七重　中村英恵　平松清美　プ
リモ・ジャパン㈱　村田眞理子　山内啓子　若

﨑朋子　綿引和子　金子祐子　さうらべ　鈴木
さわ子　全国共済農業協同組合連合会全国本部
　滝野正江　日本基督教団小金井緑町教会　野
崎春世　比護静　雅　松田あすか　水野恭子　
三田友子　本橋とよ子　柳沢めぐみ　柳田　大
原律子　岡添和子　㈱モスフードサービス　塩
井悠子　大﨑やす子　松下典子　三井住友信託
銀行三軒茶屋支店一同　メルテック・ビジネス
㈱　吉野悠生　安藤大理石　沼田静和　J ＆ J
愛をささやく　池田眞弓　岩瀬せつ子　押川光
子　柿崎加寿子　木全　キューアンドエー㈱　
都留佳苗　寺門　トヨタモビリティパーツ㈱東
京・山梨統括支社　名雪せき　西尾祐飛　野口
早苗　パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱本社総務分　匿名希望▼神奈川県　
寺山かづ子　( 公社 ) スコーレ家庭教育振興協
会　葦津隆子　太刀岡さなえ　鶴田修　牧田知
与　松岡ひろ子　宮坂久子　川岸晃子　内堀高
代　遠藤圭子　河原田ゆみ　久保満里子　熊谷
夏子　全富士通労働組合連合会　谷本聡子　前
濱由美子　三浦いく子　森下栄子　山口美枝子
　横道宏明　H.RYU　アイプリモラゾーナ川崎
プラザ店　今井博子　貝山桂子　鹿島仁　川俣
嘉　酒井雅代　崎原洋子　佐藤佐絵　長瀬美和
子　中村静子　溝井恵子　山本壽子　宇佐美　
加藤佳恵　㈱ユニオンビルド　清水和子　二宮
由美　守屋民子　浅野美和子　内野　桂晶子　
川崎久美子　神﨑賀世子　坂巻順子　高橋恵子
　藤代久子　柳下和子　吉野悦子　桒田由美子
　石黒琢一郎　今倉世志江　北鬼江慶子　北村
奈美枝　渋谷千鶴子　藤井正信　森まなみ　門
田　矢本寛世　匿名希望▼新潟県　柳澤守明　
田辺直美　地域密着型複合施設わしま　青山和
正　匿名希望▼富山県　細木静子　水島千香子
▼石川県　野﨑里英子▼福井県　高橋顕　田中
ふみよ▼山梨県　川手一美　匿名希望▼長野県
　小林仁美　山田久子　渡辺美耶子　田中富美
子　原建設㈱　清水次子　飯田市社協　井端な
つみ　宮下ふさ子　片桐美代子　匿名希望▼岐
阜県　鈴木友紀乃　井貝未奈　大東建託㈱岐阜
東支店一同　小見山正子　匿名希望▼静岡県　
掛川市社協収集物整理ボランティア「金の砂」
　髙松慎至　長島瑠美子　畠中将也　村田正弘
　鈴木砂恵子　花田睦　清水礼子　( 一社 ) 静
岡県朝日会　㈲望月新聞堂　匿名希望▼愛知県
　北川　㈲東海スポーツフィールド　井澤美紀
子　エム・ティ・エス　大内伸明　柏木信子　
㈱ホットスタッフ　神子田直美　河合治惠　杉
本加代子　竹谷志津子　田島友理　名古屋市中
央卸売市場北部市場協会　林順子　水谷ひとみ
　第二ひまわり　㈱山三商会形原給油所　後藤
美栄　名古屋市社協ボランティアセンター　樋
口尚子　NTT 西日本東海支店　岩本浩昭　鵜
飼由美子　加門典子　トヨタ自動車秘書部一同
　安城北中　フジ建材リース㈱　刈谷市社協事
業推進課内ボランティアグループ一起会　匿名
希望▼三重県　川端由佳　中前長子　大仙寺　

中野恵子　東山正紀▼滋賀県　松野武・キミ子
　ばあばびわこ▼京都府　吉田紗絵　㈲時代工
房・㈱スタジオニクロム　K.Hayashi　北川万
美子　織田いさほ　西野昭惠　丸野暢子　三井
住友信託銀行京都支店・大津支店　匿名希望▼
大阪府　石澤雅子　スーパー・コート茨木彩都
　土井ちひろ　アイスター商事代理店田中庸子
　赤松眞由美　大久保敦子　キヤノン IT ソリ
ューションズ㈱大阪総務課　佐藤千代子　住谷
容子　テクノロール㈱　前田貴子　山根紀代美
　大西祐子　秋吉宗子　金重浩道　( 宗 ) 真如
苑青年会　一本松英恵　菊川恵子　桑谷明美　
三条茂　檀浦澄江　橋本幸子　樋本万起子　
NTTファイナンス㈱関西総合料金センター (ビ
リングサテライト和歌山 )　池田京未　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　匿名希望▼兵庫県　小野和美＆有志一同
　岸本暢央　マスコットプロジェクト　コープ
こうべ第１地区本部塚口事務所　I-PRIMO　髙
原明美　谷左官店　松本周子　相田眞喜子　井
上由美子　馬瀬満寿枝　北鈴ラッキーノース　
佐田直子　西宮市立今津小　山本哲也　加藤産
業㈱　中澤伊津子　舟橋順子　小寺美奈子　三
井住友信託銀行西宮支店　竹内　谷美帆　匿名
希望▼奈良県　サークルべるちゃんボランティ
ア　小川博正　吉田彰俊　中田昭代▼和歌山県
　関口裕惠▼鳥取県　澤村恭子　谷口和枝▼岡
山県　加藤伸吾　杉本康子　天満屋ストア労組
　中田小百合　西崎博子▼広島県　ハイモ㈱広
島営業所　遠藤未菜実　部村ゆかり　清水千恵
子　福山市立福山中　匿名希望▼山口県　有田
優子　細井優希　児玉文子　匿名希望▼徳島県
　アイプリモ徳島店　松原沙織　匿名希望▼香
川県　四国労働金庫労組　匿名希望▼愛媛県　
上野早苗　丸山千晴▼高知県　アイスター商事
代理店鍋島史▼福岡県　アイプリモ小倉本店　
加来悦子　笠甲志郎　桜井湛子　重松さおり　
八津田小読み聞かせグループ〈どっこいしょ〉
　井上淳子　片山美智子　川本泰作　武田綾奈
▼佐賀県　馬場祐子　中島展子　アイプリモ佐
賀店　野村証券㈱佐賀支店　市丸千鶴　蓑津美
恵子▼熊本県　上野信　村上　合志市立南ヶ丘
小▼大分県　賀来孝次　イノウエヨシオ▼宮崎
県　九州労働金庫労組宮崎支部▼鹿児島県　鹿
児島信用金庫全店・ボランティアセンター・吉
野公園・エーコープ伊敷ニュータウン・鹿児島
市社会事業協会・鹿児島大学・TK パルジュ・
さとみクリニック・山口浩クリニック・西伊敷
の太陽クリーニング・ジョイフル恵利・聖母幼
稚園・草牟田小給食室・四元皮膚科・みなと酒店・
鹿児島大ボランティアセンター・鹿児島大農学
部・川畑篤・原村勝子・かごしまベルマーク運
動推進の会　久木留衣代▼沖縄県　渡久地教子
　大嶺さつき▼　菅原　向後▼無記名＝ 148
件

〈友愛援助申し込み〉　10月 1日～ 10 月 31 日
　◆神奈川県　東山田小（横浜市都筑区）清泉
女学院中高（鎌倉市）◆長野県　白馬中（白馬村）
◆愛知県　豊山学園天使幼稚園（豊山町）◆兵
庫県　八上小（丹波篠山市）◆福岡県　草ヶ江
小（福岡市中央区）◆大分県　県立別府鶴見丘
高（別府市）

10 月
豊府小	 大分市	 12,013,474
矢向小	 横浜市鶴見区	 11,015,635
宮古泉幼稚園　岩手県宮古市	 4,007,452
泉小	 埼玉県川越市	 3,029,734
庄小	 石川県加賀市	 3,021,485
菊川小	 山口県周南市	 3,019,186
長崎大学教育学部附属小
	 長崎市	 3,005,616
真福寺小	 川崎市麻生区	 2,017,119
光明台北小	 大阪府和泉市	 2,045,535
當麻小	 奈良県葛城市	 2,009,510
小原田中	 福島県郡山市	 1,024,081
西志津小	 千葉県佐倉市	 1,055,136
南第一小	 東京都町田市	 1,027,960
元石川小	 横浜市青葉区	 1,009,750
田上いずみルーテル幼稚園
	 新潟県田上町	 1,005,668
金沢小	 長野県茅野市	 1,021,580
豊富小中	 兵庫県姫路市	 1,099,827
香川丸亀養護学校
	 香川県丸亀市	 1,005,519

　ベルマーク財団の学校支援は年に 1 回、概要を新聞
に載せています。今年も 9 月 28 日付（一部地域は 9 月
25 日）の朝日新聞朝刊に「ベルマーク今年度の支援」
が掲載されました。小さい記事ですが、その後たくさん
の方から、支援に生かしてほしいと財団にベルマークが
送られてきました。
　財団に届く寄贈マークは年々増えています。昨年度は
月平均で 280 件ほどだったのが、今年度は 9 月までの
平均で月 340 件に増えました。
　それが、記事の掲載日を含む 9 月 21 日～ 10 月 20
日の間は 658 件と、さらに跳ね上がりました。「新聞を
見た」とはっきり書かれていたものは 100 件余りでし
たが、それ以外でも、記事をきっかけに寄せられたもの
が多かったと思われます。新聞の影響力はさすがに凄い
なと感じました。
　毎年掲載している記事ですが、実は昨年「個人で集め
たベルマークも財団にお送りいただければ支援に生かせ
ます」という文章を初めて入れたところ、20 件以上の
寄贈マークが寄せられました。同封されていたお手紙の
中には「送れとあるのに住所がなく、調べるのに手間取っ

た」というお叱りの声もありました。
　そこで、事務所が東京・築地から両国に移転したこと
もあり、今年の記事には寄贈マークを受け付けているこ
とに加え、郵便番号も含めた財団の住所を明記しました。
その結果、普段の倍もの件数の寄贈マークが届いた、と
いう訳です。
　簡単な手紙が添えられているものも多数ありました。
その内容の一部をご紹介します。
　「個人で集めたものでもご利用いただけるんですね」
　「孫が中学生になり不要になりました」
　「受け取り先もないのに捨てきれず集めていました」
　「院内学級にタブレット等を援助できたら」
　「一人暮らしになりふじっ子が常備菜に。89 歳婆さん」
　「小中学生の頃集めてました（団塊の世代）」
　「近所のスーパーの収集箱がコロナで消えて残念」
　「古いものもありますが、ひとまず送ります」
　みなさまから寄せられた善意のベルマークは、財団で
まとめて管理し、ハンディのある学校を支援するために
有効に使わせていただきます。みなさま、本当にありが
とうございました。

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略）

大台達成校

寄贈マーク、1か月で600件超
新聞記事がきっかけに

たくさんの寄贈マーク
ありがとうございます!!


