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　ベルマーク活動についての情報を発信するお便りの出
来栄えを競う「ベルマーク便りコンクール」の応募締切
は、9月 30 日（消印有効）です。入賞を逃した参加団
体にも 2000 円の図書カードを贈呈します。過去1年以
内（2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日）に発行
した広報物が対象です。新聞題字下にある財団の住所で
「ベルマーク便りコンクール係」宛にお送りください。
優秀賞 10校には賞金 3万円と額入り表彰状、佳作・特
別賞あわせて約 10校には賞金 1万円と額入り表彰状を
贈ります。入賞校は11月にホームページで発表します。

北海道【へき地】函館市  南茅部小▽釧路市  阿寒小▽北見市  豊地
小▽網走市  呼人中▽紋別市  渚滑小▽名寄市  智恵文中▽根室市  
歯舞学園 ( 後期課程 ) ▽今金町  今金小▽真狩村  真狩小▽喜茂別
町  喜茂別中▽下川町  下川中▽羽幌町  羽幌中▽猿払村  拓心中
▽枝幸町  枝幸中▽平取町  平取中▽浦河町  堺町小▽士幌町  上
居辺小▽幕別町  忠類小▽陸別町  陸別中▽釧路町  昆布森中▽標
津町  川北小
青森県【へき地】深浦町  深浦小▽六ケ所村  泊小【院内学級】五
所川原市  五所川原小 ( つがる総合病院 )
岩手県【へき地】宮古市  新里小▽久慈市  侍浜小▽葛巻町  江刈中
宮城県【へき地】湧谷町  箟岳白山小
秋田県【へき地】北秋田市  大阿仁小
山形県【へき地】大蔵村  大蔵中
福島県【へき地】いわき市  田人中▽古殿町  古殿中
茨城県【へき地】大子町  さはら小 
栃木県【へき地】那珂川町  馬頭東小 
群馬県【へき地】高崎市  倉渕中【院内学級】前橋市  赤城特別支援
学校 ( 群馬大附属病院 ) 
埼玉県【特別支援】川口市  川口特別支援学校 
千葉県【へき地】君津市  清和小
東京都【へき地】八丈町  大賀郷中【特別支援】品川区  明晴学園▽
大田区  大塚ろう学校城南分教室▽杉並区  中央ろう学校、大塚
ろう学校永福分教室▽豊島区  大塚ろう学校▽葛飾区  葛飾ろう
学校▽八王子市  八王子西特別支援学校▽立川市  立川ろう学校
▽町田市  日本聾話学校
神奈川県【特別支援】横浜市保土ヶ谷区  市立ろう特別支援学校▽
同緑区  みどり養護学校▽川崎市中原区  市立聾学校▽横須賀市  
市立ろう学校▽平塚市  平塚ろう学校
新潟県【へき地】妙高市  妙高高原北小▽南魚沼市  栃窪小▽佐渡
市  小木小【特別支援】長岡市  長岡聾学校▽五泉市  五泉特別支援
学校村松分校▽上越市  長岡聾学校高田分校
富山県【へき地】南砺市  利賀小【特別支援】富山市  富山大附属特
別支援学校
石川県【へき地】白山市  白嶺中【特別支援】小松市  小松瀬領特別
支援学校
福井県【へき地】池田町  池田中【特別支援】福井市  福井大附属特
別支援学校
山梨県【へき地】道志村  道志中【特別支援】大月市  やまびこ支援学校
長野県【へき地】長野市  大岡中▽松本市  奈川小【特別支援】下諏
訪町  花田養護学校
岐阜県【へき地】高山市  朝日中【特別支援】岐阜市  岐阜清流高等
特別支援学校
静岡県【へき地】静岡市葵区  梅ケ島小【特別支援】袋井市  袋井特
別支援学校
愛知県【へき地】南知多町  篠島中【特別支援】みよし市  三好特別
支援学校
三重県【へき地】熊野市  入鹿中▽紀北町  赤羽中【特別支援】鈴鹿
市  杉の子特別支援学校石薬師分校
滋賀県【へき地】甲賀市  朝宮小【特別支援】守山市  守山養護学校
京都府【へき地】京都市左京区  花脊小【特別支援】舞鶴市  舞鶴支
援学校行永分校
大阪府【特別支援】大阪市東住吉区  東住吉支援学校
兵庫県【へき地】洲本市  鳥飼小【院内学級】三田市  上野ケ原特別
支援学校ひかりの森分教室 ( ひょうごこころの医療センター )
奈良県【へき地】奈良市  月ヶ瀬小
和歌山県【へき地】日高川町  中津中【特別支援】和歌山市  和歌山
盲学校
鳥取県【へき地】南部町  会見第二小【特別支援】鳥取市  鳥取盲学校
島根県【へき地】大田市  志学中▽江津市  桜江小▽隠岐の島町  都
万小【特別支援】松江市  県立盲学校
岡山県【へき地】赤磐市  仁美小【特別支援】岡山市中区  岡山盲学校
広島県【へき地】尾道市  瀬戸田中▽福山市  広瀬学園小【特別支援】
広島市東区  広島中央特別支援学校【院内学級】東広島市 西条特別
支援学校八本松分級( 障害者療育支援センター  わかば療育園)
山口県【へき地】岩国市  本郷小【特別支援】下関市  下関南総合支
援学校
徳島県【へき地】神山町  神山中▽那賀町  木頭小【特別支援】徳島
市  徳島視覚支援学校
香川県【へき地】土庄町  豊島中【特別支援】高松市  県立盲学校
愛媛県【へき地】宇和島市  遊子小▽久万高原町  仕七川小【特別支
援】松山市  松山盲学校
高知県【へき地】東洋町  甲浦小▽仁淀川町  池川中▽四万十町  十
川中▽黒潮町  拳ノ川小【特別支援】高知市  県立盲学校
福岡県【へき地】宗像市  大島学園【特別支援】北九州市八幡東区  
北九州視覚特別支援学校
佐賀県【へき地】伊万里市  波多津小
長崎県【へき地】平戸市  野子小▽対馬市  豊小▽壱岐市  志原小▽
五島市  緑丘小▽新上五島町  北魚目小【特別支援】平戸市  佐世保
特別支援学校北松分校 小・中学部
熊本県【へき地】天草市  倉岳中▽苓北町  都呂々小【特別支援】天
草市  天草支援学校
大分県【へき地】佐伯市  米水津小▽国東市  国見小【特別支援】別
府市  南石垣支援学校
宮崎県【へき地】椎葉村  不土野小
鹿児島県【へき地】志布志市  田之浦小▽奄美市  名瀬小、伊津部
小▽三島村  三島竹島学園 ( 後期課程 )、三島大里学園( 後期課程 )
▽南種子町  西野小、平山小▽龍郷町  赤徳中▽徳之島町  亀徳小
▽天城町  兼久小▽和泊町  国頭小【特別支援】南さつま市  南薩養
護学校
沖縄県【へき地】石垣市  登野城小、新川小▽渡名喜村  渡名喜小
▽南大東村  南大東中▽久米島町  清水小

　全国各地でスポーツ大会や夏祭りなどのイベントが一
部再開、復活の動きも見られ、3 年ぶりに行動制限なし
の夏となりました。コロナウイルス感染対策を続けてい
るとはいえ、感染者数は依然として高止まりを続けてい
ます。新学期が始まりましたが、引き続き十分に気をつ
けてお過ごしください。
　さて、ベルマーク財団は 2022 年度も、へき地校 100
校、特別支援学校 45 校、4 つの院内学級への支援を実
施いたします。へき地校への支援はベルマーク運動の原
点です。へき地の学校の先生から、学校の教育環境を改
善してほしいという声が届いたことから、1960 年にベ
ルマーク財団は発足しました。以来、財団では毎年、へ
き地校への支援を続けてきました。一方で、1985 年度
からは特別支援学校への支援も追加。さらに、大きな災
害が発生した際には被災した学校への緊急支援も実施し
てきました。1990 年度からは NPO などの団体を通じた、

海外の子どもたちへの支援も展開しています。
　今年度、へき地校には希望の備品・教材（20 万円相当）
と朝日ジュニア学習年鑑を贈ります。特別支援学校のう
ち、養護学校には希望の備品・教材、盲学校には拡大読
書器、ろう学校には短焦点プロジェクター、院内学級に
はタブレット類を届けます。
　支援の原資は、参加団体の皆さまの活動から生まれて
います。ベルマーク預金を使ったお買いものの 10％が
自動的に財団に寄付され、これが支援金になります。

◇
　海外の日本人学校については現在、支援先を決める作
業をしています。発生から 10 年以上が経過した東日本
大震災被災校への支援も継続し、こちらも学校選定中で
す。さらに、東日本大震災を教訓として、災害に強い
学校づくりを目指す活動をしている宮城教育大の「311
いのちを守る教育研修機構」への支援も実施します。

2022年度、へき地校・特別支援学校など149校への支援決まる
子どもたちへの思いがかたちとなって

ベルマーク便りコンクール、締切間近
9月30日消印有効

昨年度の支援先から寄せられた、備品を活用している写真（①プリンタ　②長縄　③スクールタイマー　④テント）

昨年度に入賞したベルマーク便り
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④
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　協賛会社の湖池屋（ベルマーク番号 77）が「湖池屋
SDGs 劇場『サスとテナ』すごろくセット」をオンライ
ンショップ限定で発売しました。
　「サスとテナ」は、子どもから大人まで、みんなが楽し
く SDGs について学べるアニメーション。同社の SDGs
推進活動の一環として制作されています。双子のクノイ
チ、“ サス ” と ” テナ ” が、SDGs の課題を反映した怪獣
たちを前に奮闘し、次々と解決していくストーリーです。
　SDGs を実践するさらなるきっかけを作りたいとして
企画されたのが、番組をモチーフにした「湖池屋 SDGs
劇場『サスとテナ』すごろくセット」です。世界観を再
現したすごろく盤に、シーズン 1に登場する怪獣全 13

種が描かれたサイコロ鉛筆、キャラクターの形をした
17種のオリジナル消しゴムがセットになっています。
　同社は、アニメやすごろくを通して SDGs の知識を広
く知ってもらうだけでなく、お客様とともに課題解決に
取り組みたいとの考えから、すごろくセットの売上の
10％をベルマーク財団に寄付します。財団への寄付は、
SDGs の目標 4「質の高い教育をみんなに」の推進につ
ながります。
　価格は税込 1780 円。別途、全国一律で送料 180 円
がかかります。購入は湖池屋オンラインショップ内の特
設ページ（https://sustotena.koikeya.co.jp/sugoroku/）
から。商品についてのお問い合わせは、湖池屋お客様セ

ンター（電話 0120-941-751、平日 10時～ 16時）まで。
◇

　湖池屋 SDGs 劇場「サスとテナ」は、BS 朝日で毎週
日曜午前 11 時 56 分から放送しています。現在、シー
ズン 1の全 13話を再放送中です。湖池屋の公式サイト
や YouTube では、シーズン 1とシーズン 2の全 26 話
を視聴することができます。

〈マーク寄贈者〉　7月 21 日～ 8月 20 日
　▼北海道　佐々木雅一　美唄消費者協会　橋
本秀実　渡辺博靖　倉本ゆりか　伊藤律子▼青
森県　葛西美沙子▼岩手県　小野寺玉枝▼山形
県　奥山俊▼福島県　いわき市立小川小　匿名
希望▼茨城県　直井圭子　前野恵一　匿名希望
▼栃木県　石下仁子　岸葉子　小島由香　牧野
勇一郎　室井健▼群馬県　太田市立西中　損害
保険ジャパン㈱群馬支店　西村樹　匿名希望▼
埼玉県　竹内寿治　田嶋康恵　紅屋本店　田原
純子　國岡紀子　小島園恵　斉藤昭雄　小幡優
巳子　横山治美　内藤美子　篠宮眞佐子　戸田
中央総合病院　匿名希望▼千葉県　熱田嘉子　
飯泉久美子　吉崎由起子　天野千早子　田村央
巴　おさべあき子　髙橋佳子　内山奈海　吉野
千鶴子　飯田久美子　白井千代恵　森靖之　小
倉由美　向智子▼東京都　大塚正志　㈱ジェ
ー・シー・スタッフ　黒田修子　小松鋭之　日
本ゴルフツアー機構　平塚山城官寺　森谷潤子
　渡部裕子　石川寧々　川下いずみ　齋藤美佐
　須永雄斗　成澤寿美子　みずほ銀行事務サー
ビス推進部　山田こずえ　小野寺　小宮久美子
　阿部秀一　上田優子　佐藤敏子　田島ルーフ
ィング労働組合　寺田真人　東京東信用金庫深
川北支店　日本基督教団小金井緑町教会　原嘉
代子　久野　宮﨑知子　イオン銀行従業員組合
　市川佳世子　㈱三越伊勢丹アイムファシリテ
ィーズ　権藤　さうらべ　髙場育代　田北由
美・朝倉恭子　寺戸敬乃　東京東信用金庫錦糸

町支店職員一同　野浦　吉原敦子　佐藤夕美　
佐山直美　花城健弘　樋口　鶴山英己　平子彩
華　福本記代子　目白教会　東京東信用金庫篠
崎支店職員一同　前田節子　J&J 愛をささやく
　平泉陽子　匿名希望▼神奈川県　井上務　奥
野優子　小副川淑子　横浜環境保全㈱　岡初子
　若葉の丘横浜こうなん　秋山薫　小早川順子
　大森浩子　山形ふみ子　吉川純　伊東孝子　
加藤美和　金子　中村由美子　安達武司　石黒
琢一郎　佐藤恵子　辻奉子　細川真紀　大迫達
也　匿名希望▼新潟県　吉田美和　青柳裕　伊
藤康子　地域密着型複合施設わしま　山田美奈
子　武藤心結　松岡史乃▼富山県　佐藤幸子　
西井裕子▼石川県　日本航空㈱小松空港所　匿
名希望▼山梨県　駿台甲府高　小穴明美▼長野
県　宮澤喜美子　原田さおり　平林産業㈱　星
野みゆき▼岐阜県　奥原たかし　磯部裕子　渡
辺虹太▼静岡県　鈴木麻央　牧野尚子　㈱ハネ
マツ　阿部祥佳　大源洋治　畠中将也　匿名希
望▼愛知県　小栗幸久　加藤彩加　㈱ YMD 社
員一同　早川里香　㈱デンソー　岡田弦大・岡
田匠叶　佐橋　中原浩一　はないみつき　吉田
博彦　鈴木丈瑠　長江正則　蟹江町立蟹江中　
毛利早希　Hawkclaws　匿名希望▼三重県　
大滝　匿名希望▼滋賀県　菅野美佐　松井巧▼
京都府　三条小川デイサービスセンター　清水
真由美　濱﨑祐子　赤田昭子　西尾知江子　匿
名希望▼大阪府　荒巻素子　川上博美　國分満
紀子　内藤秀子　濱岡善子　真中美希　協和キ

リン労働組合関西支部　日本パレットプール㈱
　宮﨑育代　稲葉博之　今宿礼子　岩永静子　
金沢あゆみ　川村多恵子　栗栖由紀子　土井サ
チ子　野地桂　松下敬子　村田三恵　岩間新吾
税理士事務所　掛園ミヤ子　佐藤加津美　紅山
佐智恵　松本絢子　溝口しげみ　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
　高校１年生　㈱トヨタレンタリース大阪　毛
穴セツ　須﨑佳美　田中博美　坂井美代子▼兵
庫県　絵かきや JUN　小林泉美　柳川晶　今
井聡志　小里貴代子　浅田千加子　波部もと子
　池田聡史　後藤凛子　松本　髙橋恵子　吉田
崇規　匿名希望▼奈良県　早野美紀　清水通子
　小柴恵子　香芝郵便局▼和歌山県　匿名希望
▼岡山県　㈱トータルホーム▼広島県　神野礼
実　清水千恵子　広島市立三入中　黒川マキ子
▼山口県　木船一宝　匿名希望▼愛媛県　匿名
希望▼高知県　三好湖春▼福岡県　青木達子　
青野李恵　ジョイリハ利用者一同　西南学院小
　阿嘉恵　野瀬胡桃　大島裕介　亀田良江　手
嶋満寿代▼熊本県　上原真知子　水上隆司▼大
分県　上坂美智代　九州労金労組大分支部▼宮
崎県　アイスター商事代理店佐藤みよ子　有木
友紀▼　加島廣美　伊達直人　川田寿美子　百
武▼無記名＝ 89 件

〈友愛援助申し込み〉　8月 1日～ 8月 31 日
　◆大分県　院内中部小（宇佐市）

8 月
大砂土小 さいたま市北区 9,070,874
南陽小 東京都江東区 5,070,722
梅ケ丘学園 愛知県豊田市 5,029,239
岩沼西小 宮城県岩沼市 4,019,390
用賀小 東京都世田谷区 4,026,094
東神吉南小 兵庫県加古川市 3,002,336
外野小　　茨城県ひたちなか市 2,010,026
伊敷台小 鹿児島市 2,015,066
木津幼稚園 京都府木津川市 1,006,034
桂木小 神戸市北区 1,070,604
藤原台小 神戸市北区 1,043,440
那珂小 宮崎市 1,010,766

　ベルマーク財団と国立研究開発法人　
防災科学技術研究所（防災科研）が共催
している防災科学教室が 7 月 12 日、京
都府立盲学校（山下融子校長、児童・生
徒 36 人）で開かれました。自然災害の
ための備えなどを学べる教室で、2018
年から開催しています。
　前半は雪崩研究が専門の Dr. ナダレン
ジャーこと納口恭明さんと、助手のナダ
レンコこと罇

もたい

優子さんが講師です。「全
身真っ黒で、金髪とピンクのアフロヘア
ですが、かつらです」と細かく説明する
と、弱視や全盲の子どもたちにも「変身」
している姿が伝わったようです。
　突風や雪崩の実験もしましたが、反応
が大きかったのは地震の実験。細長いス
ポンジを建物に見立て、手で揺らして地
震を起こすことで、揺れの周期を学びま
す。異なる 3 つのリズムで揺らしてみ
ると、高いビルは周期の長い揺れのとき
に、低いビルは周期の短い揺れのときに
大きく揺れることが分かりました。地震

の揺れの周期と、建物の固有周期が一致
すると起こる「共振現象」です。
　後半の授業は、中学部の生徒向け。講
師の松川杏寧さんは、災害が起きたとき
に、どうすれば安全・安心に過ごせるか
といったテーマを専門としています。
　自然災害が起こると、「交通機関が止
まったり、必要なものが手に入りにくく
なったりと生活が大変になります」と松
川さん。大切なのが「災害発生時に行動
できるよう、あらかじめ準備しておくこ

と」と説明しました。
　準備に使うのが「自分でつくる　安心
防災帳」です。国立障害者リハビリテー
ションセンター研究所が作成した教材
で、災害時に使える備えを確認すること
ができます。家具の転倒防止、予備のバッ
テリー・充電、避難場所、避難生活につ
いて地域の人と話し合いをしておく、災
害伝言ダイヤル、助けを呼ぶ笛、そして
非常用持ち出し袋……。子どもたちは真
剣な表情で聞いていました。

　大雨の被害についても取り上げ、「水
の高さが 30cm になると、救急車が走
れなくなり、50cm になると家の床より
高くなり、浸水します」と松川さんは解
説。その後、メジャーを使い、自分の足
で実際に高さを確認しました。
　授業の最後には、生徒代表が感想を発
表しました。染谷さん（1 年）は「災害へ
の意識がしやすくなりました」、中村さ
ん（1 年）は、「浸水したときの高さがよ
く分かりました」と話してくれました。

「サスとテナ」すごろくセットを新発売
湖池屋、売上の一部を財団に寄付

聞いて、触れて、災害への意識を高める
京都府立盲学校で防災科学教室

㊧Dr. ナダレンジャーが発明した「ナダレンジャー 0号」で雪崩を疑似体験　㊥スポンジを使って「共振現象」を学ぶ　㊨災害時の備えについて説明する松川杏寧さん

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略） 大台達成校

今月は
2面構成でお届けしました


