
　　　　　　　　ベルマーク4月第5週、5月第1週（4/25～5/1）受付

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

北海道 江別市 江別第二小学校 20210427
北海道 札幌市 西区 八軒北小学校 20210426
北海道 音更町 下音更中学校 20210427
青森県 むつ市 こばと幼稚園 20210430
宮城県 仙台市 青葉区 聖ドミニコ学院幼稚園 20210426
宮城県 白石市 白石第二小学校 20210430

山形県 鶴岡市
羽陽学園短期大学附属
大宝幼稚園

20210426

福島県 二本松市 同朋幼稚園 20210428
茨城県 坂東市 猿島中学校 20210430
栃木県 さくら市 押上小学校 20210427
栃木県 日光市 落合西小学校 20210427
栃木県 宇都宮市 雀宮中学校 20210427
栃木県 宇都宮市 雀宮中学校 20210427
群馬県 前橋市 桃井小学校 20210428
群馬県 渋川市 渋川南小学校 20210427
群馬県 長野原町 長野原町立西中学校 20210430
埼玉県 行田市 行田幼稚園 20210427
埼玉県 三郷市 みさと市幼児教室風の子園 20210427
埼玉県 さいたま市 緑区 芝原小学校 20210427
埼玉県 熊谷市 吉岡小学校 20210426
埼玉県 戸田市 芦原小学校 20210430
埼玉県 川越市 高階中学校 20210427
千葉県 松戸市 柿ノ木台小学校 20210427
千葉県 八街市 二州小学校 20210430
東京都 台東区 仰願寺幼稚園 20210427
東京都 足立区 杉の子幼稚園 20210430
東京都 品川区 源氏前小学校 20210428
東京都 三宅村 三宅小学校 20210427
東京都 西東京市 柳沢小学校 20210427
東京都 青梅市 泉中学校 20210426
東京都 多摩市 青陵中学校 20210430
神奈川県 湯河原町 まさご保育園 20210427
神奈川県 相模原市 中央区 清水こども園 20210427
神奈川県 横須賀市 横須賀学院小学校 20210428
神奈川県 相模原市 中央区 上溝小学校 20210430
神奈川県 横浜市 青葉区 みたけ台小学校 20210430
神奈川県 鎌倉市 神奈川県立鎌倉養護学校 20210430
神奈川県 川崎市 幸区 戸手小学校 20210427
神奈川県 横浜市 戸塚区 東戸塚小学校 20210426
神奈川県 藤沢市 八松小学校 20210426
神奈川県 茅ケ崎市 梅田中学校 20210427
神奈川県 横須賀市 衣笠中学校 20210427
神奈川県 相模原市 中央区 上溝南中学校 20210430
新潟県 新発田市 たから保育園 20210428
新潟県 南魚沼市 八海高等学校 20210426
富山県 富山市 月岡小学校 20210426
富山県 富山市 南部中学校 20210430
石川県 津幡町 徳野学園　津幡とくの幼稚園 20210426
山梨県 富士川町 増穂小学校 20210428
長野県 佐久市 聖愛保育園 20210427
長野県 駒ケ根市 赤穂小学校 20210427
長野県 須坂市 井上小学校 20210426
長野県 千曲市 屋代中学校 20210430
長野県 塩尻市 塩尻中学校 20210427
岐阜県 大野町 東さくらこども園 20210427
岐阜県 大垣市 荒崎小学校 20210430
岐阜県 中津川市 山口小学校 20210427
岐阜県 中津川市 山口小学校 20210427
愛知県 一宮市 木曽川東小学校 20210430
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　　　　　　　　ベルマーク4月第5週、5月第1週（4/25～5/1）受付

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

愛知県 武豊町 衣浦小学校 20210428
愛知県 岡崎市 岡崎小学校 20210430
愛知県 半田市 愛知県立ひいらぎ特別支援学校 20210427
愛知県 名古屋市 瑞穂区 津賀田中学校 20210427
愛知県 西尾市 幡豆中学校 20210427
三重県 大紀町 七保小学校 20210430
三重県 松阪市 松尾小学校 20210427
三重県 志摩市 東海中学校 20210427
滋賀県 栗東市 治田西カナリヤ第三保育園 20210428
滋賀県 長浜市 長浜小学校 20210430
滋賀県 大津市 坂本小学校 20210427
京都府 京都市 伏見区 あけぼのこども園 20210430
京都府 亀岡市 太田保育園 20210427
京都府 京都市 中京区 朱雀第二小学校 20210427
大阪府 堺市 南区 認定こども園たけしろ幼稚園 20210430
大阪府 堺市 堺区 湊はなぞの幼稚園 20210427
大阪府 八尾市 南山本小学校 20210427
大阪府 大阪市 東淀川区 北大阪朝鮮初中級学校 20210427
大阪府 東大阪市 長堂小学校 20210426
兵庫県 川西市 新清和台幼稚園 20210426
兵庫県 西宮市 光照学園　睦幼稚園 20210426
兵庫県 明石市 神戸大学附属小学校 20210427
兵庫県 加古川市 加古川中学校 20210427
兵庫県 明石市 兵庫県立明石学園 20210426
和歌山県 有田市 糸我小学校 20210427
岡山県 倉敷市 ひまわり保育園 20210427
岡山県 倉敷市 第五福田小学校 20210427
岡山県 高梁市 巨瀬小学校 20210427
岡山県 笠岡市 金浦中学校 20210427
広島県 神石高原町 どんぐり幼稚園 20210427
広島県 呉市 認定こども園しろはと 20210427
広島県 福山市 明王台シャローム幼稚園 20210427
広島県 世羅町 甲山小学校 20210427
広島県 呉市 波多見小学校 20210430
山口県 防府市 双葉幼稚園 20210430
山口県 光市 塩田小学校 20210427
徳島県 北島町 北島南小学校 20210427
香川県 観音寺市 観音寺ふたば保育園 20210426
香川県 高松市 牟礼北小学校 20210427
愛媛県 新居浜市 王子幼稚園 20210427
愛媛県 新居浜市 多喜浜小学校 20210427
愛媛県 松山市 道後中学校 20210427
福岡県 福岡市 城南区 筑風学園　かなやま幼稚園 20210426
福岡県 福岡市 博多区 福岡リズム保育園 20210427
長崎県 大村市 鈴田小学校 20210426
長崎県 五島市 奥浦中学校 20210430
長崎県 長崎市 長崎商業高等学校 20210426
熊本県 長洲町 ひまわり幼稚園 20210427
熊本県 熊本市 東区 長嶺小学校 20210427
大分県 津久見市 堅徳小学校 20210426
大分県 豊後大野市 三重第一小学校 20210427
宮崎県 延岡市 東海幼稚園 20210427
鹿児島県 鹿児島市 清谿幼稚園 20210428
鹿児島県 中種子町 野間小学校 20210430

2


