
　　　　　　　　ベルマーク5月第4週（5/16～5/22）受付

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

北海道 旭川市 バンビ認定こども園 20210518
北海道 札幌市 豊平区 月寒東小学校 20210520
北海道 興部町 興部小学校 20210521
北海道 利尻町 利尻中学校 20210518
岩手県 宮古市 岩手県立宮古恵風支援学校 20210518
宮城県 塩釜市 玉川小学校 20210520
宮城県 仙台市 泉区 将監小学校 20210521
茨城県 筑西市 認定こども園ときわの杜 20210521
茨城県 日立市 仲町小学校 20210518
群馬県 渋川市 金島小学校 20210519
埼玉県 白岡市 杉の子幼稚園 20210519
埼玉県 さいたま市 見沼区 七里小学校 20210520
埼玉県 上尾市 原市小学校 20210518
埼玉県 さいたま市 大宮区 大宮北小学校 20210519
埼玉県 志木市 志木第二中学校 20210521
埼玉県 ふじみ野市 葦原中学校 20210518
埼玉県 秩父市 秩父市原谷公民館 20210518
千葉県 船橋市 船橋ひかり幼稚園 20210518
千葉県 千葉市 中央区 川戸小学校 20210518
千葉県 柏市 酒井根東小学校 20210518
千葉県 鋸南町 鋸南小学校 20210521
東京都 足立区 六木幼稚園 20210521
東京都 世田谷区 いづみ幼稚園 20210519
東京都 中央区 豊海幼稚園 20210520
東京都 杉並区 杉並日の出幼稚園 20210519
東京都 墨田区 第三寺島幼稚園 20210518
東京都 西東京市 みどりが丘保谷幼稚園 20210519
東京都 三鷹市 大沢台小学校 20210521
東京都 多摩市 南鶴牧小学校 20210520
東京都 文京区 茗台中学校 20210521
神奈川県 藤沢市 藤沢若葉幼稚園 20210520
神奈川県 横浜市 青葉区 田園江田幼稚園 20210519
神奈川県 藤沢市 村岡小学校 20210520
神奈川県 横浜市 南区 大岡小学校 20210520
神奈川県 横須賀市 長井小学校 20210520
神奈川県 川崎市 川崎区 さくら小学校 20210518
神奈川県 横浜市 戸塚区 川上北小学校 20210518
神奈川県 川崎市 多摩区 カリタス学園 20210521
神奈川県 横浜市 緑区 上山小学校 20210520
神奈川県 小田原市 ほうあんふじ 20210518
神奈川県 川崎市 中原区 中原小学校 20210521
富山県 富山市 山室小学校 20210521
富山県 高岡市 こまどり支援学校 20210519
富山県 富山市 保内小学校 20210518
岐阜県 関市 関幼稚園 20210518
岐阜県 各務原市 那加第一小学校 20210520
岐阜県 岐阜市 城西小学校 20210521
岐阜県 羽島市 正木小学校 20210520
静岡県 富士市 神戸幼稚園 20210520
静岡県 静岡市 駿河区 ふじみ幼稚園 20210520
静岡県 三島市 徳倉幼稚園 20210520
静岡県 富士宮市 黒田幼稚園 20210519
静岡県 静岡市 駿河区 長田南小学校 20210518
愛知県 岡崎市 竹の子幼稚園 20210519
愛知県 春日井市 篠原小学校 20210519
愛知県 豊田市 市木小学校 20210518
愛知県 長久手市 長久手市立北中学校 20210521
愛知県 豊田市 浄水中学校 20210519
三重県 伊勢市 船江保育園 20210520
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三重県 津市 片田保育園 20210521
三重県 四日市市 めぐみの園幼稚園 20210518
三重県 桑名市 桑部小学校 20210521
三重県 伊勢市 港中学校 20210519
大阪府 大阪市 淀川区 木川幼稚園 20210518
大阪府 高槻市 五百住幼稚園 20210519
大阪府 松原市 天美小学校 20210518
大阪府 東大阪市 生駒学園 20210518
大阪府 守口市 大阪府立守口支援学校 20210521
兵庫県 姫路市 津田小学校 20210521
兵庫県 加古川市 山手中学校 20210518
兵庫県 相生市 那波中学校 20210518
岡山県 岡山市 中区 宇野小学校 20210521
岡山県 津山市 弥生小学校 20210520
広島県 庄原市 庄原保育所 20210518
広島県 広島市 安佐南区 認定こども園ほうりん安幼稚園 20210521
広島県 広島市 安佐南区 伴小学校 20210518
広島県 福山市 曙小学校 20210521
山口県 岩国市 そお小学校 20210518
愛媛県 松山市 宮前小学校 20210518
福岡県 行橋市 行橋小学校 20210521
佐賀県 唐津市 入野小学校 20210521
大分県 中津市 沖代小学校 20210520
鹿児島県 姶良市 帖佐保育所 20210518
沖縄県 那覇市 小禄小学校 20210521
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