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バーチャル説明会、HPで開催中
2022年度版、協賛会社の情報も盛りだくさん
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ベルマーク運動説明会は、2022 年度

め、音声入りのスライド「ベルマーク運動

説明会は、新学期のベルマーク担当者

方（①）」、
「ベルマーク活動の事例集」を

もバーチャルで開催します。

を主な対象に、毎年 5､ 6 月に全都道府
県を巡回して開いてきました。2020 年
度以降はコロナ禍のためリアル開催は難

しく、今年度で 3 年連続の中止を余儀

シ ョウ ワ ノ ー ト
（ ②、ベ ル マ ー ク 番

の現状」、
「基本ルールと各種資料の使い

号 53）／クレハ（ ③、同10）／スミフル

用意しています。また、ネットショッピン

同 07）／クツワ（ ⑥、同 55）／三井製糖

グでベルマーク点数を貯める「ウェブベ
ルマーク」についても紹介しています。

リアル説明会では、会場によっては、

ジャパン（ ④､ 同 70）／キユーピー（ ⑤、
（ ⑦、同06）／キリンビバレッジ（ ⑧、同

54）／牛乳石鹼共進社（ ⑨、同37）／ラッ
キーベル（ ⑩、同 03）／ NGP 日本自動車

協賛会社が自社商品をアピールするブー

ページ上にまとめて掲載したのが「バー

けます。バーチャル説明会でも、ベルマー

紹介、募集しているイベント、新しい

の 10 社から情報が寄せられました。

内容は様々です。ぜひご覧ください。

チャル説明会」です。

動画「未来を育むベルマーク」をはじ

スを出展、壇上からも PR する時間を設

ク運動に携わる方に知らせたいと、以下

る国立研究開発法人防災科学技術研究所

（⑫）のお知らせも届いています。

今年度もベルマーク運動をよろしくお

願いします。

※文中の丸数字は写真の位置

リサイクル事業協同組合（ ⑪、同 76）

なくされました。その代わりに、会場で
お知らせする予定だった内容を、ホーム

「防災科学教室」を財団と共催してい

今年実施するキャンペーンや新商品の

今月は2ページで
お届けします

CM、会社としての取り組みの紹介など、

ベルマーク預金から直接寄付しませんか
第25回友愛援助、10事業を募集中

新大使に新納さん

あいおいニッセイ同和損保の新社長

紛争や貧困、自然

を実施します。金額はいくらでも良く、複数事業へのエ

協賛会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（ベ

災害など苦しい状況

ントリーもできます。詳細は財団 HP のトップページ「お

ルマーク番号 92）の代表取締役社長に 4 月 1 日付で

の中で教育を受けら

知らせ」欄にある記事をご参照ください。

新納啓介さんが就任しました。それまで社長を務めてい

れなかったり、苦し

＜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インドネシア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＝写真
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ネパール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／国連世界食
糧計画ＷＦＰ協会
⑨ブルキナファソでの「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

た金杉恭三さんは代表取締役会長になり、「ベルマーク

んでいたりする子ど
もたちが大勢いま
す。世界の子どもた
ちのために何か支援できることはないだろうか。みなさ
まの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、ベルマー
ク預金を直接寄付にあてる仕組みです。
2022 年度は、財団が実施中の東日本大震災被災校支
援をはじめ、10 事業を募集しています。海外の対象国
はアジア・アフリカの 7 か国。子どもたちの教育環境
の整備・充実の為に活動し、事業実績のある団体が支援

にいろけいすけ

大使」は新納さんに引き継がれました。
新社長の新納さんは 1988 年入社。ロンドン駐在員な
どを務め、経営企画部や人事部などを経て 2018 年に執
行役員となり、2020 年 6 月からは取締役常務執行委員
を務めていました。
2016 年 1 月に大使第 1 陣の一
人として当時の社長・鈴木久仁さ
んが就任。その後、2016 年 4 月
に社長となった金杉さんが引き継
ぎました。新納さんは同社として
は 3 人目の大使となります。
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ジャックスが被災校に10万点
宮城・東松島市立赤井小から感謝メッセージ
クレジット会社のジャックス（本部・

東京）は、役職員で集めた 10 万 976 点

のベルマークを、宮城県東松島市の市立

赤井小学校（小松幸恵校長、児童 147 人）

算されました。3 月末、同校から支援に

キリンビバレッジは5万点余
キャンペーンで収集、長野市立長沼小に
協賛会社のキリンビバレッジ（ベル

まで、近所の小学校や仮設校舎で授業を

たキャンペーンで集まったベルマーク 5

この地域は昔から水害に見舞われてき

ついての報告書がジャックス仙台支店と

マーク番号 54）は、長野県内で実施し

ジャックスと財団の支援を合わせた約

万 3166 点を、長野市立長沼小学校（市

た歴史があり、備えとして屋根裏に舟を

このキャンペーンは「信州の魅力を再

害の歴史を主題にした「桜づつみ」とい

財団に届きました。

に贈りました。

20 万点で、同校は、はしご状のトレー

会貢献活動として、全社をあげてベル

の用具、鉄棒補助パッド、5 色の綱引き

発見！」と題し昨年 11 月～今年 1 月に

を購入しました。品物が届いたのは年度

リンビバレッジ商品を買い、そのベル

ジャックスは 2015 年から、身近な社

マークの収集に取り組んでいます。これ
まで集めたベルマークは、被災校や特別
支援学校などに寄贈してきました。赤井

小は同社の仙台支店社員の母校で、1 月

26 日、仙台支店の原田支店長と後藤さ

んが同校を訪れ、贈呈式を行いました。
同社からは、
「震災後、希望を持って前

ニング器具「ラダー」や、タグラグビー
ロープ、タブレット用のタッチペンなど
末。子どもたちは新しい用具に興味津々
だったそうです。「綱引きなどは運動会

の親子種目としても使えそう。大変あり

がたいです」と鈴木研一教頭は話します。

進している地域の未来ある子どもたちを

川英臣校長、児童 87 人）に寄贈しました。

実施。長野県との共同企画で、県内でキ
マークを送ると、J リーグ松本山雅のチ

ケットや特産品のカタログギフトなどが
当たるものでした。

3 月 14 日に同校で贈呈式があり、財

団からはキャンペーンを実施したキリン
ビバレッジ関信越地区本部に感謝状を贈

応援し、学校生活の中でたくさんの笑顔

校。丑澤智成教頭によると、学校のすぐ

取り、感謝の意を伝えました。

が押し寄せ、校舎 1 階は棚が浮くほど

藤英樹校長と児童代表の 6 年生が受け

は昨秋、10 万点がベルマーク預金に加

被災直後にはベルマーク財団からも長

沼小にボールなどの備品を贈りました。

「ほかにも支援として多くのベルマーク

が学校に届きました」と丑澤教頭。今回
の支援では、全校児童が遊びや学習に使
えるものか、防災・減災に役立つものの
購入を検討しているとのことでした。

東側の千曲川の堤防が決壊。大量の泥水

赤井小の校長室で目録の贈呈式。右から佐藤英樹校
長、6年生の児童代表、ジャックス仙台支店の原田支
店長、同支店の後藤さん（肩書などは当時）

浸水しました。「グラウンドのフェンス

には大量のがれきが流れ着きました」。
被災後、子どもたちは復旧工事が終わる

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト
（敬称略）

〈マーク寄贈者〉 3 月 21 日～ 4 月 20 日
▼北海道 NPO 法人幹の会 石狩市立石狩
中 松田純子 ㈱ TENGU 西尾幸代 北都町
内会 アイプリモ函館本店 高橋智子 北海道
新篠津高等養護学校 前田由美子 柳谷あゆみ
後藤一美 山上ひとみ▼青森県 蝦名洋子▼
岩手県 県立盛岡となん支援学校中学部生活委
員会 明治安田生命労組盛岡支部 白取知子
川守田有里 及川千鶴子 加藤▼宮城県 遠藤
博子 阿部栄利子 東北電力ネットワーク㈱契
約センター 佐々木淳一 吉澤晶子▼山形県
長井市立長井北中 山形市立桜田小 3 年一同
奥山俊 内山幸江▼福島県 鈴木宮子 平山
愛 アイプリモ郡山モルティ店 匿名希望▼茨
城県 神栖市社協鐘の会 菅根久美子 関千枝
子 野口まさ子 SMK ㈱ひたち事業所 上田
潤子 金子英子 佐藤妙子 石塚順子 柏葉朋
子 鈴木一枝 特別養護老人ホーム希望の森▼
栃木県 大戸とき子 松田朋絵 新井琥珀 ク
レハ合繊㈱品質環境安全部 髙橋紀子 飯塚康
子 匿名希望▼群馬県 竹内静子 損害保険ジ
ャパン㈱群馬支店 杉本陽子 高山幸彦 高橋
陽子▼埼玉県 「安心して暮らせるまちづくり
の会」 石井美帆 大竹碧 ㈱ GoodWorkers
渡辺誠・美紀 関しげ美 田口飛翔 野村順子
森内悦子 藪陽一 斉藤昭雄 田原純子 吉
川智子 片柳冬子 寺田多希子 朝霞市東朝霞
公民館 安食宣子 飯野佳子 井上晃子 鵜澤
きみ子 北島正美 佐々木美和 渋沢正治 渋
谷美里 竹内寿治 特定非営利活動法人サポー
トあおい生活支援センターみんと 平岡喜美代
守屋久子 伊藤麻子 三俣美恵子 佐久間ひ
とみ 匿名希望▼千葉県 遠藤健悦 柳原正
宮澤美喜江 関田元子 松丸りつ子 山﨑朋絵
石橋有貴子 青木美穂 柏郵便局 損害保険
ジャパン㈱千葉西支店成田支社 アイプリモ千
葉店 稲垣信子 小野寺ルミ子 河合礼江 髙
橋和子 塚原扶久 初見妙子 廣瀬茂雄 三戸
基子 森田真弓 吉崎洋子 森靖之 渡辺玉枝
匿名希望▼東京都 市川佳世子 今井あき
㈱ハチオウ 榊原敏子 谷美紀 東京地下鉄㈱
生出純子 ㈲光洋 井上恵里子 片澤早苗
㈱ NTT カードソリューション ㈱安藤大理石
高橋潤子 田中三恵子 東京東信用金庫篠崎
支店職員一同 松原恵 石神井幼稚園 浅水留
美子 岩田和美 加藤美和 金野敦子 ㈱ジェ
イテクト東日本支社 久保田正恵 斉木信子
島野まゆみ 田中千栄子 東京女学館中高 都
立忍岡高 丸野暢子 吉野美佐 タナカダテヒ
デノリ 宮城美香 大久保千秋 ㈱ JTB 教育
第二事業部 ㈱ジェー・シー・スタッフ 明治
安田オフィスパートナーズ㈱ JA 共済連総務
部大阪総務室 大隅利恵子 亀井啓子 小林希
枝子 さうらべ 庄司久子 諸墨寛子 鈴木智
子 世田谷区立二子玉川小 太陽石油㈱ 調布
市立調和小 PTA 中谷紀久恵 野口晴代 松
平健 三井住友信託銀行トラスト総合サービス

う歌を子どもたちが歌い継いでいます。

長沼小は 2019 年の台風 19 号の被災

れました。ベルマークの目録は当時の佐

赤井小は財団の 2021 年度東日本大震

置く家もあったといいます。同校でも水

りました。

とつながって欲しい」との思いが伝えら

災被災校支援の対象でもあり、財団から

続けました。

㈱ 南都志子 ㈲珉亭鮎澤寛之 ANA エアポ
ートサービス㈱ 石渡詢子 大谷亜衣子 岡田
洋美 ㈱ NTT データ経営研究所 神山治子
近藤富美子 相良多恵子 白鳥裕子 田中和子
谷口政子 長沼淑子 仁平一良 長谷川京子
林智子 深田房子 宮澤二三子 矢島和子
( 福 ) 梅の樹会フラワープラム J&J 愛をささ
やく 浅沼 飯嶋久美 犬塚昭太郎 岩上佐和
大金ひで子 岡田みち子 加藤ますみ 木村
きみ枝 田名網美子 手塚久実 東京海上日動
調査サービス労組 古野紀子 戸田清子 中島
恵子 日本基督教団小金井緑町教会 前山有子
山田こずえ ㈲菁映社 中村京子 藤原芳子
㈲フジタ電気 カトリック成城教会有志 セ
ンチュリーメディカル㈱ 匿名希望▼神奈川県
クラーク記念国際高横浜青葉キャンパス な
かまゆ 上茶谷諒 加藤博之 ㈱荏原電設大船
支店 佐藤加久也 中川祐子 二階久子 平野
拓哉 益田尚美 村上英子 小笠原直美 勝村
美智子 平賀京子 八木原佐知子 加藤美和
県立秦野総合高家庭クラブ 泉なめ吉 老沼静
香 ㈱ニフコ 北谷美紀 斎藤多衣 新村章
鈴木悦子 橋本さとみ 杵澤美穂 グループホ
ームハーモニー原田未来 成瀬和子 三浦収
山中直美 小室ひろみ 齋藤サダ子 石黒琢一
郎 松田良子 金谷充展 永井洋子 匿名希望
▼新潟県 本間要子 大橋和美 坂田知子 地
域密着型複合施設わしま▼富山県 銀の車輪
アイプリモ富山店▼石川県 田中和子 アイス
ター商事代理店山本か乃子 越野雅恵▼福井県
越前地区婦人福祉協議会・越前地区赤十字奉
仕団 志比南児童クラブ一同▼山梨県 小澤
三谷野さつき 山本真理 田中祐実 渡辺▼長
野県 鈴木奈弥 塚田康子 小出洋子 塩澤夏
江 須沢美幸 中村公子 鈴木加代 津野守
匿名希望▼岐阜県 井貝美奈 各務原市立蘇原
第一小 PTA 本部 藤井優代 森あずさ 岐阜
県 JA ビジネスサポート㈱ 沢木美子 大同生
命保険㈱岐阜支社 中津川市立苗木小 匿名希
望▼静岡県 村田正弘 佐野友美 三井住友海
上あいおい生命保険㈱沼津生保支社一同 アイ
スター商事代理店杉山美千子 NTT 西日本静
岡支店ビジネス営業部 堀田史子 富士子 畠
中将也 松下範子 匿名希望▼愛知県 日本ガ
イシ労組 NOK ㈱名古屋支店 青島実千代
宮川晴加 ㈱名鑑 鶴見未亜 名古屋市鳴海小
令和３年度４年１組 松永尚登 トヨタ車体精
工㈱ 橋本和子 泉美香 稲沢市立稲沢西小
橋本祥予 二村憲人 ブラザー工業㈱法務・環
境・総務部／気候変動対応戦略部有志一同 三
浦舞子 盛岡仁美▼三重県 岡田夏海 ㈱オリ
エンタルビークルエキスポーツ 第一生命労組
美江営業職支部 中野恵子 メンテックオーク
ボ 伊達美貴▼滋賀県 西川貴代美 畑里音
村田始▼京都府 村松妙子 京都中央信用金庫
OnYourSide 事業部 永尾明美 金子淳子 ㈱
Com-Fill 七種ゆきこ 原田かの子▼大阪府

長田道子 加瀬智美 中村浄江 遊づるデイサ
ービスセンター 後藤光子 中越真由美 りそ
なビジネスサービス㈱大阪不動産担保センター
松本 植村知里 大西雅子 片山明 神野真
紀 高田恭子 山元昭次 吉住佳代子 井上歩
美 川﨑操 徳元朋子 永原ふみ子 広瀬節子
藤本美奈子 三井住友信託銀行難波支店・難
波中央支店 和田正子 京セラドキュメンタリ
ーソリューションズ㈱ 宗教法人真如苑青年会
谷村秀実 西村佐智子 長谷川詩歩 増本順
子 山本真理 佐野絵里奈 橋本順子 匿名希
望▼兵庫県 松岡美穂 和田美奈子 たつの市
立御津小 塚本裕見子 池田康子 梶山はやみ
河村幸子 津田 Mars ママバレー 福田玲子
細田武穂 東川豊 三宅花奈 川鍋里奈 関
西学院子どもセンター地域の子ども・子育て支
援事業さぽさぽ 匿名希望▼奈良県 関本幸子
喜田圭子 森村美保子▼鳥取県 岡村俊子▼
島根県 山口友美・淳大 山﨑こね▼岡山県
清原幸子 ノートルダム清心学園清心中・清心
女子高生徒会 安藤眞由美 中村泰子 ㈱藤木
工務店倉敷支店 児島マリンプール 匿名希望
▼広島県 AIR オートクラブ広島支部 金元薫
薮下真由美 清水千恵子 匿名希望▼山口県
三浦喜代子 渡邉勝子 匿名希望▼徳島県
アイプリモ徳島店 県立城之内中等教育学校城
之内高 ふるさと君渦潮編管理組合▼愛媛県
今治市発達支援センター 松山市役所防災危機
管理課▼高知県 北川村立北川中生徒会 県立
高知国際中小笠原奈緒・山下佳奈子▼福岡県
ANA 福岡空港㈱ あじや保育園 ㈱筑邦トラ
ック 須恵高家庭クラブ委員一同 秋野奈菜
木原健一郎 辻本功・泰子 トヨタ自動車九州
㈱品質管理部 那珂川市商工会女性部 福岡市
立愛宕小 矢野実枝子 アイプリモ小倉店 銅
直ゆき子 和田久子 諫山孝子 草野陽子 田
中恭子 根井久美子 中山桂子 トーヨー産業
㈱福岡事業所 匿名希望▼佐賀県 安武真子
損害保険ジャパン㈱佐賀カスタマーセンター室
▼長崎県 県立大村高家庭クラブ▼熊本県 大
原美里 松瀬彰仁 人吉市立中原小 小林由美
子 肥後地質調査㈱▼大分県 やまがきちかこ
大分市立大東中生徒会ボランティア委員 井
上義雄 ( 福 ) 大分県盲人協会▼宮崎県 黒木
知子▼鹿児島県 中島典子▼沖縄県 竹富町立
大原中 大韓民国民団沖縄地方本部 山口勇▼
キリンビバレッジ㈱九州地区本部 あいおい
ニッセイ同和全国プロ会 佐藤節子 しいのき
学童クラブ 伊達直人 嶋田 SonoeIchiishi
奥村佳奈子 松井恵▼無記名＝ 130 件

〈友愛援助申し込み〉 4 月 1 日～ 4 月 30 日
◆東京都 上北沢小（世田谷区）◆大阪府
願行事こども園（高槻市）◆愛媛県 伊予三島
福祉施設協会東保育園（四国中央市）

長沼小で3月に寄贈式が行われた

水戸市社協を拠点に
「ベルサポ」始動
茨城県の水戸市社会福祉協議会を拠点

にベルマーク収集・仕分けを行うボラン

ティアサークル ｢ベルサポ｣ が発足し、

4 月 8 日に初めての活動がありました。
意見交換も行われ、
「お子さんが学校を卒
業した方、年を重ねた方がマークを集め
るきっかけを作りたい」
「ベルサポの宣伝
を市報で出来たらいいな」と、皆さんが
活動にかける思いが伝わってきました。

大台達成校

4月
山の田小
山口県下関市
7,011,238
新吉田小
横浜市港北区
6,032,799
大津小
兵庫県姫路市
5,016,381
白鴎小
青森県八戸市
4,027,810
鶴川第四小 東京都町田市
4,012,448
水木小
神戸市兵庫区
4,011,203
豊科北小
長野県安曇野市 3,003,903
壷川小
熊本市中央区
3,007,094
本渡中
熊本県天草市
3,009,003
浜館小
青森市
2,012,511
船岡小
宮城県柴田町
2,025,348
西ケ原小
東京都北区
2,000,822
小川小
東京都町田市
2,017,648
今江小
石川県小松市
2,000,921
粟崎小
金沢市
2,003,698
いとう幼稚園 愛知県春日井市 2,007,932
立入が丘小 滋賀県守山市
2,008,996
新浅香山小 堺市北区
2,012,532
加須南小
埼玉県加須市
1,002,816
南小
埼玉県鶴ケ島市 1,004,091
稲越小
千葉県市川市
1,025,867
浜松特別支援学校 浜松市南区 1,019,055
あかしあ台小 兵庫県三田市 1,016,822

