
　　　　　　　　ベルマーク5月第6週、6月第1週（5/31～6/6）受付

　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　  【区町村】　 　 　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

北海道 札幌市 白石区 本通小学校 20200605
北海道 札幌市 清田区 平ケ岡幼稚園 20200601
北海道 釧路市 釧路カトリック幼稚園 20200603
北海道 北見市 三輪小学校 20200603
北海道 岩見沢市 日の出小学校 20200601
宮城県 東松島市 矢本第二中学校 20200603
秋田県 由利本荘市 小友小学校 20200601
福島県 郡山市 多田野幼稚園 20200603
茨城県 日立市 茨城キリスト教学園中学校 20200604
栃木県 宇都宮市 上河内中学校 20200604
群馬県 桐生市 菱保育園 20200603
埼玉県 さいたま市 桜区 わかほ幼稚園 20200603
埼玉県 さいたま市 浦和区 上木崎小学校 20200601
埼玉県 春日部市 豊野小学校 20200603
埼玉県 北足立郡 伊奈町 伊奈中学校 20200605
千葉県 千葉市 花見川区 こてはし台小学校 20200601
千葉県 千葉市 若葉区 千城東幼稚園 20200603
千葉県 柏市 柏第三中学校 20200604
千葉県 四街道市 栗山小学校 20200603
千葉県 長生郡 長柄町 長柄小学校 20200603
東京都 大田区 調布大塚小学校 20200604
東京都 日野市 平山小学校 20200605
神奈川県 横浜市 港北区 太尾小学校 20200603
神奈川県 鎌倉市 梶原の森たんぽぽ保育園 20200605
神奈川県 茅ケ崎市 赤羽根中学校 20200605
神奈川県 三浦郡 葉山町 長柄小学校 20200605
新潟県 佐渡市 佐和田中学校 20200605
富山県 滑川市 西部小学校 20200604
富山県 射水市 第三あおい幼稚園 20200604
福井県 鯖江市 のぞみ保育園 20200603
静岡県 浜松市 中区 広沢小学校 20200601
静岡県 藤枝市 藤枝西幼稚園 20200604
愛知県 岡崎市 葵中学校 20200604
愛知県 小牧市 あおぞら幼稚園 20200602
愛知県 額田郡 幸田町 幸田小学校 20200603
三重県 津市 片田保育園 20200605
三重県 津市 学童保育芸濃ＫＩＤＳ 20200601
三重県 桑名市 大成小学校 20200604
京都府 京都市 右京区 太秦保育園 20200603
京都府 舞鶴市 うみべのもり保育所 20200603
大阪府 大阪市 東成区 宝栄小学校 20200603
大阪府 大阪市 住之江区 南港桜小学校 20200603
大阪府 堺市 南区 三原台小学校 20200601
大阪府 河内長野市 美加の台小学校 20200604
大阪府 羽曳野市 軽里保育園 20200603
大阪府 東大阪市 布施小学校 20200605
大阪府 東大阪市 弥刀小学校 20200603
大阪府 泉南郡 熊取町 熊取町立北小学校 20200605
大阪府 南河内郡 太子町 磯長小学校 20200605
兵庫県 神戸市 西区 美賀多台小学校 20200602
兵庫県 神戸市 西区 長坂中学校 20200604
奈良県 北葛城郡 王寺町 王寺工業高等学校 20200601
奈良県 吉野郡 大淀町 県立大淀養護学校 20200601
和歌山県 和歌山市 ナザレ幼稚園 20200605
和歌山県 橋本市 紀見小学校 20200604
和歌山県 西牟婁郡 上富田町 和歌山県立はまゆう支援学校 20200601
島根県 大田市 大森まちづくりセンター 20200604
岡山県 岡山市 北区 横井小学校 20200605
岡山県 津山市 どんぐりコロコロ 20200601
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岡山県 和気郡 和気町 本荘にこにこ園 20200605
広島県 広島市 安佐南区 長束小学校 20200603
山口県 下関市 王喜小学校 20200601
山口県 宇部市 楠中学校 20200602
山口県 防府市 佐波中学校 20200601
香川県 高松市 川岡幼稚園 20200604
香川県 高松市 屋島西小学校 20200602
愛媛県 松山市 たちばな小学校 20200602
愛媛県 宇和島市 立正保育園 20200601
愛媛県 西宇和郡 伊方町 伊方小学校 20200605
福岡県 福岡市 博多区 つくし保育園 20200603
福岡県 福岡市 中央区 平尾小学校 20200602
福岡県 八女市 岡山小学校 20200604
福岡県 京都郡 みやこ町 黒田小学校 20200602
長崎県 長崎市 松尾学園　いなさ幼稚園 20200604
長崎県 長崎市 長崎中学校 20200601
大分県 別府市 春木川小学校 20200604
大分県 宇佐市 四日市北小学校 20200604
宮崎県 延岡市 北浦中学校 20200605
鹿児島県 鹿児島市 清谿幼稚園 20200605
沖縄県 那覇市 識名小学校 20200601
沖縄県 浦添市 当山小学校 20200601
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