
　　　　　　　　ベルマーク6月第3週（6/14～6/20）受付

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

北海道 旭川市 旭川つばさ保育園 20200615
北海道 旭川市 千代田小学校 20200615
北海道 岩見沢市 東小学校 20200615
北海道 中標津町 中標津小学校 20200616
岩手県 宮古市 岩手県立宮古恵風支援学校 20200615
岩手県 遠野市 遠野北小学校 20200618
宮城県 多賀城市 多賀城中学校 20200619
宮城県 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200615
秋田県 由利本荘市 本荘幼稚園 20200618
秋田県 潟上市 追分幼稚園 20200615
茨城県 常陸大宮市 大宮西小学校 20200615
栃木県 宇都宮市 白沢小学校 20200616
群馬県 前橋市 二之宮小学校 20200615
群馬県 邑楽町 長柄公民館 20200618
埼玉県 さいたま市 中央区 鈴谷小学校 20200615
埼玉県 草加市 川柳小学校 20200616
埼玉県 和光市 埼玉県立和光南特別支援学校 20200615
埼玉県 蓮田市 大山幼稚園 20200618
埼玉県 寄居町 用土小学校 20200615
東京都 中央区 京橋築地小学校 20200618
東京都 品川区 鈴ケ森小学校 20200617
東京都 世田谷区 あかつつみ幼稚園 20200616
東京都 中野区 大妻中野中学校・高等学校 20200618
東京都 北区 王子第三小学校 20200618
東京都 足立区 杉の子幼稚園 20200615
東京都 調布市 晃華学園中学・高等学校 20200619
東京都 あきる野市 あきる野市立東中学校 20200618
神奈川県 横浜市 旭区 上川井小学校 20200615
神奈川県 鎌倉市 大船小学校 20200619
神奈川県 鎌倉市 西鎌倉小学校 20200619
神奈川県 三浦市 名向小学校 20200618
新潟県 新潟市 北区 太夫浜小学校 20200615
新潟県 十日町市 十日町カトリック天使幼稚園 20200617

新潟県 五泉市
エービーシー学園
エービーシー幼稚園

20200618

長野県 上田市 北小学校 20200615
長野県 諏訪市 高島小学校 20200615
岐阜県 笠松町 下羽栗小学校 20200617
静岡県 静岡市 駿河区 中島小学校 20200619
静岡県 浜松市 東区 和田小学校 20200615
静岡県 浜松市 南区 可美幼稚園 20200619
静岡県 沼津市 開北小学校 20200618
静岡県 島田市 島田中央学園みどり認定こども園 20200618
静岡県 御殿場市 御殿場幼稚園 20200618
愛知県 春日井市 若草学園 20200618
愛知県 津島市 百島幼稚園 20200615
愛知県 豊田市 土橋小学校 20200615
愛知県 大府市 大府小学校 20200618
愛知県 日進市 日進中学校 20200619
滋賀県 草津市 矢倉幼稚園 20200615
京都府 京都市 山科区 おおやけこども園 20200615
京都府 京丹後市 網野こども園 20200615
大阪府 大阪市 都島区 内代小学校 20200617
大阪府 大阪市 大正区 鶴町小学校 20200615
大阪府 大阪市 住吉区 遠里小野小学校 20200619
大阪府 大阪市 淀川区 東三国小学校 20200618
大阪府 豊中市 大池小学校 20200619
大阪府 吹田市 千里第二小学校 20200618
兵庫県 姫路市 坊勢小学校 20200615
兵庫県 尼崎市 難波小学校 20200615
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兵庫県 西宮市 リッツナーサリー保育園 20200618
兵庫県 三田市 弥生小学校 20200617
奈良県 奈良市 三笠中学校 20200619
和歌山県 和歌山市 高松小学校 20200619
和歌山県 紀の川市 あおば幼稚園 20200617
和歌山県 紀の川市 上名手小学校 20200615
岡山県 岡山市 東区 開成小学校 20200617
岡山県 岡山市 東区 西大寺小学校 20200617
広島県 広島市 南区 翠町小学校 20200615
広島県 呉市 呉中央小学校 20200615
広島県 福山市 水呑小学校 20200618
香川県 高松市 桜町中学校 20200619
香川県 高松市 川島コミュニティセンター 20200615
愛媛県 松山市 道後中学校 20200617
愛媛県 西条市 たから幼稚園 20200619
福岡県 八女市 上妻小学校 20200619
福岡県 宗像市 玄海小学校 20200615
長崎県 長崎市 聖マリア幼稚園 20200616
長崎県 長崎市 諏訪小学校 20200618
長崎県 佐世保市 島地シティ夜間保育園 20200616
熊本県 熊本市 中央区 藤崎台童園 20200616
大分県 大分市 南大分小学校 20200615
大分県 別府市 亀川小学校 20200618
鹿児島県 鹿児島市 桜丘東小学校 20200617
鹿児島県 鹿児島市 喜入中学校 20200618
鹿児島県 南さつま市 万世小学校 20200615
鹿児島県 奄美市 奄美小学校 20200615
鹿児島県 奄美市 金久中学校 20200616
鹿児島県 伊仙町 面縄小学校 20200619
沖縄県 那覇市 金城小学校 20200615
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