
　　　　　　　　ベルマーク6月第5週、7月第1週（6/28～7/4）受付

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

北海道 札幌市 北区 篠路小学校 20200703
北海道 旭川市 神居東小学校 20200629
北海道 網走市 潮見幼稚園 20200702
北海道 白老町 白老小鳩保育園 20200703
青森県 五所川原市 栄小学校 20200630
宮城県 仙台市 泉区 高森東小学校 20200702
宮城県 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200630
宮城県 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200629
宮城県 南三陸町 入谷公民館 20200702
秋田県 秋田市 中通小学校 20200703
山形県 南陽市 梨郷小学校 20200629
茨城県 日立市 諏訪小学校 20200630
茨城県 つくば市 栄小学校 20200702

栃木県 宇都宮市
清原東宮っ子ステーション
こどもの家

20200702

群馬県 前橋市 東小学校 20200703
群馬県 桐生市 天沼小学校 20200702
埼玉県 川越市 中央小学校 20200703
埼玉県 川越市 高階北小学校 20200629
埼玉県 川口市 飯塚小学校 20200629
埼玉県 川口市 柳崎小学校 20200630
埼玉県 春日部市 春日部南中学校 20200629
埼玉県 春日部市 緑中学校 20200630
埼玉県 鴻巣市 大芦小学校 20200630
埼玉県 蕨市 東小学校 20200701
千葉県 千葉市 花見川区 こてはし台小学校 20200701
千葉県 千葉市 稲毛区 稲丘小学校 20200629
千葉県 千葉市 美浜区 幸町第三小学校 20200629
千葉県 茂原市 本納小学校 20200630

千葉県 匝瑳市
九十九里ホーム飯倉駅前
あかしあこども園

20200703

千葉県 大網白里市 増穂幼稚園 20200701
東京都 杉並区 井荻聖母幼稚園 20200629
東京都 八王子市 すぎな愛育園 20200702
東京都 町田市 町田第五小学校 20200630
神奈川県 横浜市 都筑区 南山田小学校 20200703
神奈川県 川崎市 幸区 幸町小学校 20200630
神奈川県 相模原市 緑区 川尻小学校 20200630
神奈川県 逗子市 逗子小学校 20200703
神奈川県 伊勢原市 東海大学附属本田記念幼稚園 20200702
新潟県 新潟市 東区 東山の下小学校 20200630
新潟県 新潟市 江南区 亀田平和の園保育園 20200630
新潟県 上越市 春日小学校 20200629
石川県 金沢市 粟崎児童館 20200702
福井県 敦賀市 粟野南小学校 20200629
山梨県 甲州市 勝沼授産園 20200630
長野県 上田市 いずみ幼稚園 20200702
長野県 小諸市 みすず幼稚園 20200702
長野県 佐久市 浅間中学校 20200702
岐阜県 高山市 久々野小学校 20200629
岐阜県 多治見市 市之倉保育園 20200629
岐阜県 各務原市 ひよし幼稚園 20200703
静岡県 静岡市 葵区 賎機こども園 20200703
静岡県 浜松市 中区 鴨江幼稚園 20200630
静岡県 御殿場市 竈幼稚園 20200702
愛知県 名古屋市 昭和区 白金保育園 20200701
愛知県 豊川市 ひかり保育園 20200630
愛知県 豊川市 豊川特別支援学校 20200701
三重県 紀宝町 うどの幼稚園 20200702
滋賀県 大津市 近松保育園 20200703
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滋賀県 甲賀市 甲賀中学校 20200630
京都府 京都市 右京区 葛野小学校 20200702
大阪府 大阪市 西淀川区 川北小学校 20200702
大阪府 寝屋川市 池田小学校 20200703
大阪府 摂津市 千里丘小学校 20200629
兵庫県 神戸市 垂水区 神陵台愛徳幼稚園 20200701
兵庫県 神戸市 垂水区 舞子小学校 20200702
兵庫県 神戸市 中央区 湊翔楠中学校 20200629
兵庫県 姫路市 安室中学校 20200701
奈良県 天理市 朝和保育園 20200629
奈良県 明日香村 明日香小学校 20200630
岡山県 岡山市 東区 江西小学校 20200701
岡山県 岡山市 南区 七区小学校 20200702
岡山県 総社市 服部幼稚園 20200703
広島県 広島市 西区 井口台小学校 20200629
広島県 尾道市 土堂小学校 20200702
広島県 福山市 東深津保育所 20200630
広島県 府中市 府中すばる幼稚園 20200701
広島県 安芸高田市 吉田小学校 20200702
山口県 下関市 夢が丘中学校 20200703
山口県 防府市 佐波中学校 20200629
香川県 坂出市 坂出中央幼稚園 20200629
香川県 坂出市 坂出中央幼稚園 20200629
香川県 さぬき市 長尾小学校 20200629
愛媛県 西条市 徳田公民館 20200629
福岡県 朝倉市 杷木小学校 20200702
佐賀県 唐津市 唐津カトリック幼稚園 20200701
長崎県 長崎市 長崎大学教育学部附属幼稚園 20200701
長崎県 長崎市 深堀小学校 20200702
長崎県 長崎市 西坂小学校 20200703
長崎県 長崎市 銭座小学校 20200629
長崎県 長崎市 南陽小学校 20200701
熊本県 玉名市 玉名町小学校 20200630
熊本県 合志市 西合志南小学校 20200703
熊本県 あさぎり町 免田小学校 20200629
宮崎県 都城市 高城小学校 20200629
鹿児島県 鹿児島市 田上幼稚園 20200629
鹿児島県 鹿児島市 玉江小学校 20200629
鹿児島県 南さつま市 鳳凰高等学校 20200703
鹿児島県 南九州市 知覧小学校 20200629
鹿児島県 姶良市 柁城小学校 20200703
鹿児島県 姶良市 錦江小学校 20200703
沖縄県 宜野湾市 はごろも小学校 20200701
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