
　　　　　　　　ベルマーク6月第4週（6/21～6/27）受付

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

北海道 札幌市 中央区 日新小学校 20200622
北海道 函館市 函館白百合学園 20200622
北海道 白老町 白老さくら幼稚園 20200622
北海道 白糠町 庶路学園 20200622
青森県 八戸市 八戸幼稚園 20200624
岩手県 奥州市 水沢小学校 20200622
宮城県 亘理町 荒浜小学校 20200622
茨城県 日立市 久慈小学校 20200625
茨城県 北茨城市 中妻小学校 20200624
茨城県 ひたちなか市 田彦小学校 20200625
群馬県 前橋市 群馬朝鮮初中級学校 20200624
群馬県 前橋市 荒牧小学校 20200626
群馬県 神流町 中里中学校 20200625
群馬県 明和町 明和こども園 20200625
埼玉県 川越市 広谷小学校 20200625
埼玉県 川越市 霞ケ関小学校 20200622
埼玉県 所沢市 所沢市立松井公民館 20200625
埼玉県 狭山市 水富幼稚園 20200625
埼玉県 上尾市 尾山台小学校 20200622
埼玉県 上尾市 鴨川小学校 20200626
埼玉県 戸田市 美谷本小学校 20200624
埼玉県 和光市 白子小学校 20200624
埼玉県 幸手市 幸手きららの杜保育園 20200626
千葉県 千葉市 花見川区 こてはし台小学校 20200622
千葉県 千葉市 花見川区 幕張南小学校 20200624
千葉県 千葉市 緑区 小谷小学校 20200625
千葉県 市川市 まきば保育園 20200623
千葉県 市川市 中山小学校 20200626
千葉県 市川市 南新浜小学校 20200626
千葉県 富里市 富里幼稚園 20200624
東京都 文京区 誠之小学校 20200626
東京都 目黒区 月光原小学校 20200624
東京都 大田区 馬込第三小学校 20200626
東京都 世田谷区 国本学園　国本幼稚園 20200622
東京都 渋谷区 鳩森小学校 20200625
東京都 杉並区 杉並日の出幼稚園 20200622
東京都 足立区 綾瀬小学校 20200626
東京都 江戸川区 松江小学校 20200624
東京都 日野市 光塩女子学院日野幼稚園 20200626
東京都 東大和市 東大和市立第八小学校 20200625
東京都 西東京市 みどりが丘保谷幼稚園 20200624
神奈川県 横浜市 戸塚区 東戸塚小学校 20200623
神奈川県 横浜市 栄区 いのやま幼稚園 20200623
神奈川県 相模原市 緑区 相原公民館 20200624
神奈川県 鎌倉市 比企谷幼稚園 20200625
神奈川県 小田原市 足柄小学校 20200626
長野県 塩尻市 妙義保育園 20200622
岐阜県 高山市 宮小学校 20200623
岐阜県 関市 祥雲学園あかつき幼稚園 20200622
静岡県 静岡市 清水区 清水有度第一小学校 20200623
静岡県 磐田市 長野幼稚園 20200626
静岡県 伊豆市 駿豆学園 20200626
愛知県 名古屋市 中村区 中村保育園 20200624
愛知県 名古屋市 瑞穂区 瑞陵高等学校 20200624
愛知県 一宮市 おおの子どもの庭 20200626
愛知県 一宮市 大和東小学校 20200624
愛知県 津島市 津島市立南小学校 20200626
愛知県 江南市 藤里小学校 20200622
愛知県 長久手市 南小学校 20200624
愛知県 東浦町 緒川小学校 20200625
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三重県 伊勢市 小俣中学校 20200622
三重県 松阪市 鎌田中学校 20200626
滋賀県 大津市 瀬田東小学校 20200626
滋賀県 近江八幡市 金田幼稚園 20200626
滋賀県 草津市 矢倉小学校 20200622
京都府 京都市 西京区 松尾小学校 20200622
京都府 京田辺市 京田辺シュタイナー学校 20200624
大阪府 大阪市 阿倍野区 晴明丘小学校 20200622
大阪府 大阪市 淀川区 田川小学校 20200625
大阪府 大阪市 北区 中津小学校 20200625
大阪府 堺市 西区 石津川保育園 20200625
大阪府 高槻市 北日吉台小学校 20200622
大阪府 和泉市 緑ケ丘小学校 20200626
大阪府 羽曳野市 古市幼稚園 20200624
大阪府 高石市 東羽衣小学校 20200624
大阪府 阪南市 しいの実こども園 20200624
兵庫県 神戸市 北区 翠福祉会みどりこども園 20200622
兵庫県 姫路市 余部小学校 20200626
兵庫県 芦屋市 伊勢幼稚園 20200626
兵庫県 豊岡市 清滝小学校 20200624
奈良県 大和郡山市 郡山西小学校 20200624
奈良県 天理市 天理高等学校 20200624
奈良県 香芝市 真美ケ丘西小学校 20200622
奈良県 宇陀市 榛原東小学校 20200626
和歌山県 御坊市 御坊小学校 20200624
岡山県 倉敷市 倉敷東幼稚園 20200624
岡山県 倉敷市 倉敷まきび支援学校 20200626
岡山県 笠岡市 今井幼稚園 20200626
岡山県 吉備中央町 学校法人おかやま希望学園 20200626
広島県 広島市 安佐南区 緑井幼稚園 20200624
広島県 尾道市 新高山めぐみ幼稚園 20200622
広島県 福山市 福山あゆみこども園 20200625
広島県 福山市 曙小学校 20200622
山口県 下関市 豊北小学校 20200625
山口県 光市 三井小学校 20200625
山口県 美祢市 秋吉小学校 20200626
香川県 善通寺市 善通寺養護学校 20200622
高知県 安芸市 安芸第一小学校 20200622
福岡県 福岡市 博多区 福岡リズム保育園 20200622
福岡県 福岡市 西区 城原小学校 20200624
福岡県 柳川市 第二白梅学園 20200622
佐賀県 佐賀市 新栄幼稚園 20200625
佐賀県 江北町 江北小学校 20200624
長崎県 長崎市 高城台小学校 20200622
長崎県 長崎市 長崎商業高等学校 20200622
長崎県 佐世保市 菫ケ丘幼児園 20200624
長崎県 佐世保市 花高小学校 20200626
長崎県 諌早市 小栗小学校 20200626
熊本県 天草市 亀川小学校 20200622
熊本県 天草市 牛深東小学校 20200626
熊本県 益城町 あじさい保育幼稚園 20200624
大分県 津久見市 カトリック津久見幼稚園 20200625
大分県 宇佐市 四日市こども園 20200626
大分県 由布市 由布院小学校 20200622
宮崎県 都城市 吉行自治公民館 20200624
宮崎県 延岡市 緑ケ丘小学校 20200622
宮崎県 えびの市 真幸小学校 20200622
鹿児島県 姶良市 帖佐中学校 20200622
沖縄県 那覇市 那覇小学校 20200623
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