
　　　　　　　　ベルマーク5月第2週（5/2～5/8）受付

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

北海道 釧路市 美原つくし幼稚園 20210507
北海道 長沼町 長沼小学校 20210506
北海道 札幌市 厚別区 大谷地東小学校 20210507
岩手県 陸前高田市 ＮＰＯ法人きらりんきっず 20210507
山形県 酒田市 八幡学童保育所 20210506
群馬県 桐生市 西小学校 20210507
埼玉県 川口市 さと幼稚園 20210507
埼玉県 さいたま市 見沼区 大谷小学校 20210506
千葉県 長南町 長生学園幼稚園 20210506
千葉県 千葉市 美浜区 高洲小学校 20210507
東京都 港区 枝光会附属幼稚園 20210506
東京都 世田谷区 中町小学校 20210507
東京都 中野区 桃花小学校 20210507
東京都 西東京市 東伏見小学校 20210507
東京都 文京区 誠之小学校 20210507
東京都 渋谷区 鳩森小学校 20210507
東京都 小平市 小平第十五小学校 20210507
東京都 三鷹市 なかよし会なかよし教室 20210506

東京都 調布市
明治大学付属明治高等学校・
明治中学校

20210507

神奈川県 川崎市 川崎区 川中島小学校 20210507
神奈川県 横須賀市 高坂小学校 20210507
神奈川県 小田原市 早川小学校 20210507
神奈川県 川崎市 川崎区 大師小学校 20210506
神奈川県 横浜市 都筑区 牛久保小学校 20210507
神奈川県 相模原市 南区 桜台小学校 20210507
新潟県 長岡市 双葉保育園 20210507
新潟県 上越市 大手町小学校 20210506
石川県 七尾市 幼保連携型認定こども園ひまわり 20210507
長野県 長野市 東条小学校 20210507
長野県 須坂市 高甫小学校 20210506
岐阜県 岐阜市 黒野小学校 20210506
岐阜県 美濃市 上牧公民館 20210507
静岡県 西伊豆町 仁科幼稚園 20210506
静岡県 浜松市 南区 浜松こども園 20210506
静岡県 藤枝市 いなばこども園 20210506
静岡県 富士市 富士見台リズム保育園 20210507

静岡県 島田市
静岡大学教育学部附属
島田中学校

20210506

愛知県 名古屋市 中村区 中村保育園 20210507
愛知県 新城市 黄柳川小学校 20210506
愛知県 名古屋市 守山区 小幡小学校 20210507
愛知県 豊橋市 豊橋ちぎり寮 20210506
愛知県 津島市 蛭間小学校 20210507
愛知県 豊橋市 県立豊橋商業高等学校 20210506
三重県 松阪市 花岡幼稚園 20210506
三重県 松阪市 つぼみ保育園 20210506
三重県 四日市市 四郷小学校 20210506
滋賀県 近江八幡市 金田幼稚園 20210507
京都府 京田辺市 てんとうむし幼児園 20210507
大阪府 豊中市 のばたけこども園 20210506
大阪府 大阪市 住之江区 アスール幼稚園 20210506
大阪府 能勢町 能勢小学校 20210506
大阪府 堺市 北区 大阪府立堺聴覚支援学校 20210507
大阪府 貝塚市 中央小学校 20210507
大阪府 東大阪市 長瀬南小学校 20210506
大阪府 和泉市 和気小学校 20210507
大阪府 箕面市 箕面市立第一中学校 20210507
兵庫県 尼崎市 園田北小学校 20210507
兵庫県 西宮市 高木北小学校 20210506
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　　　　　　　　ベルマーク5月第2週（5/2～5/8）受付

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

兵庫県 神戸市 垂水区 霞ケ丘小学校 20210506
奈良県 平群町 平群北小学校 20210507
鳥取県 鳥取市 久松小学校 20210506
山口県 柳井市 柳井西中学校 20210506
香川県 三豊市 大見幼稚園 20210507
愛媛県 上島町 弓削中学校 20210507
福岡県 北九州市 小倉南区 小倉総合特別支援学校 20210507
長崎県 諌早市 小栗小学校 20210506
長崎県 諌早市 諌早療育センタ― 20210506
熊本県 菊陽町 美鈴幼稚園 20210507
熊本県 水俣市 水俣第二小学校 20210507
大分県 大分市 佐賀関小学校 20210507
宮崎県 日南市 吾田東小学校 20210506
鹿児島県 薩摩川内市 平佐西小学校 20210506
鹿児島県 与論町 那間小学校 20210506
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