
　　　　　　　ベルマーク2022年１月第２週（１/４～１/９）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市北区 屯田小学校 2022/1/5
札幌市白石区 菊水小学校 2022/1/5
札幌市手稲区 西宮の沢小学校 2022/1/6
帯広市 稲田小学校 2022/1/4
帯広市 豊成小学校 2022/1/5
岩見沢市 南小学校 2022/1/5

青森県 青森市 北中野保育園 2022/1/4
八戸市 江陽小学校 2022/1/6
八戸市 田面木小学校 2022/1/4
八戸市 八戸第一養護学校 2022/1/6
十和田市 北園小学校 2022/1/4
つがる市 森田小学校 2022/1/5

岩手県 久慈市 久慈拓陽支援学校 2022/1/4
滝沢市 滝沢中央小学校 2022/1/5
二戸郡一戸町 一戸小学校 2022/1/7

宮城県 仙台市青葉区 上杉山通小学校 2022/1/5
大崎市 古川中学校 2022/1/7
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/1/6
亘理郡亘理町 亘理小学校 2022/1/6

秋田県 秋田市 牛島小学校 2022/1/5
秋田市 日新小学校 2022/1/5

山形県 山形市 山形市立西小学校 2022/1/5
福島県 福島市 荒井小学校 2022/1/4

郡山市 富田幼稚園 2022/1/5
西白河郡中島村 中島幼稚園 2022/1/4

茨城県 常総市 常総市立おひさま幼稚園 2022/1/5
那珂市 額田小学校 2022/1/4
那珂郡東海村 中丸小学校 2022/1/7

栃木県 宇都宮市 河内中学校 2022/1/5
宇都宮市 河内中学校 2022/1/5
下都賀郡野木町 野木中学校 2022/1/5

群馬県 前橋市 岩神小学校 2022/1/4
高崎市 八幡小学校 2022/1/6
高崎市 高崎市立西小学校 2022/1/4
桐生市 西小学校 2022/1/4

埼玉県 さいたま市浦和区 上木崎小学校 2022/1/7
川越市 寺尾中学校 2022/1/5
川口市 川口アソカ幼稚園 2022/1/4
川口市 戸塚北小学校 2022/1/4
川口市 領家中学校 2022/1/5
上尾市 大谷小学校 2022/1/5
入間市 東町小学校 2022/1/4
入間市 狭山小学校 2022/1/4
久喜市 東鷲宮小学校 2022/1/5
三郷市 桜小学校 2022/1/4
坂戸市 坂戸小学校 2022/1/5
入間郡越生町 越生小学校 2022/1/5
入間郡越生町 梅園小学校 2022/1/5
児玉郡上里町 賀美小学校 2022/1/4

千葉県 市川市 市川小学校 2022/1/5
市川市 国府台小学校院内学級 2022/1/6
習志野市 津田沼小学校 2022/1/7
市原市 ちはら台桜小学校 2022/1/5
いすみ市 東海小学校 2022/1/5
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2022/1/6

東京都 千代田区 千代田小学校 2022/1/7
中央区 銀座中学校 2022/1/4
墨田区 押上小学校 2022/1/6
江東区 深川小学校 2022/1/6
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東京都 江東区 深川第五中学校 2022/1/5
品川区 伊藤小学校 2022/1/6
大田区 池上小学校 2022/1/4
世田谷区 上北沢小学校 2022/1/4
世田谷区 中丸小学校 2022/1/5
豊島区 目白小学校 2022/1/6
北区 岩淵小学校 2022/1/4
八王子市 いずみの森義務教育学校 2022/1/4
八王子市 中山中学校 2022/1/6
三鷹市 三鷹市立第三小学校 2022/1/4
日野市 平山小学校 2022/1/7
国立市 国立第四小学校 2022/1/4

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 岩崎小学校 2022/1/4
横浜市港北区 大綱中学校 2022/1/4
横浜市瀬谷区 瀬谷第二小学校 2022/1/6
横浜市瀬谷区 横浜ひなたやま支援学校 2022/1/4
横浜市青葉区 奈良の丘小学校 2022/1/5
川崎市中原区 中原小学校 2022/1/4
川崎市宮前区 西野川小学校 2022/1/4
川崎市麻生区 柿生小学校 2022/1/4
川崎市麻生区 岡上小学校 2022/1/4
横須賀市 豊島小学校 2022/1/4
平塚市 大野小学校 2022/1/6
鎌倉市 山崎小学校 2022/1/4
鎌倉市 清泉女学院中学高等学校 2022/1/5
藤沢市 秋葉台小学校 2022/1/6
茅ケ崎市 柳島小学校 2022/1/5
秦野市 秦野市立北小学校 2022/1/5
座間市 相模野小学校 2022/1/7

新潟県 新潟市北区 小鳥の森こども園 2022/1/4
新潟市東区 東山の下小学校 2022/1/7
新潟市中央区 有明台小学校 2022/1/4
新潟市中央区 山潟中学校 2022/1/4
長岡市 東北中学校 2022/1/6
長岡市 宮内中学校 2022/1/5
新発田市 二葉小学校 2022/1/6
十日町市 松代中学校 2022/1/7
糸魚川市 青海小学校 2022/1/6
五泉市 第一幼稚園 2022/1/5
上越市 春日小学校 2022/1/5
佐渡市 佐和田中学校 2022/1/6

富山県 富山市 奥田小学校 2022/1/4
富山市 富山県立ふるさと支援学校 2022/1/5
射水市 小杉高等学校 2022/1/5

石川県 白山市 広陽小学校 2022/1/5
河北郡内灘町 向粟崎小学校 2022/1/7

福井県 福井市 六条小学校 2022/1/5
福井市 長橋小学校 2022/1/5
敦賀市 黒河小学校 2022/1/4
鯖江市 しんとくこども園 2022/1/6
越前市 国高小学校 2022/1/5

山梨県 甲州市 勝沼中学校 2022/1/7
長野県 松本市 村井保育園 2022/1/6

松本市 菅野小学校 2022/1/4
伊那市 伊那北小学校 2022/1/5
駒ケ根市 赤穂小学校 2022/1/5
駒ケ根市 赤穂中学校 2022/1/6
茅野市 永明中学校 2022/1/5
上伊那郡箕輪町 箕輪中部小学校 2022/1/5
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岐阜県 岐阜市 東海第一幼稚園 2022/1/5
高山市 県立飛騨特別支援学校 2022/1/6
揖斐郡揖斐川町 岐阜県立揖斐特別支援学校 2022/1/4
揖斐郡池田町 温知小学校 2022/1/4

静岡県 浜松市北区 三ケ日中学校 2022/1/4
愛知県 名古屋市港区 当知小学校 2022/1/5

豊橋市 豊橋市立くすのき特別支援学校 2022/1/5
岡崎市 三島小学校 2022/1/4
一宮市 瀬部小学校 2022/1/4
春日井市 柏原小学校 2022/1/7
豊田市 若園小学校 2022/1/4
豊田市 豊田高等特別支援学校寄宿舎 2022/1/5
西尾市 西尾市総合福祉センター 2022/1/5
江南市 藤里小学校 2022/1/4
愛西市 佐織特別支援学校 2022/1/5
愛西市 清林館高等学校 2022/1/6
みよし市 北中学校 2022/1/5
あま市 正則小学校 2022/1/5

三重県 松阪市 松阪市立第四小学校 2022/1/5
桑名市 大成小学校 2022/1/6

滋賀県 大津市 大津赤十字病院院内保育所 2022/1/6
大津市 仰木の里東幼稚園 2022/1/4
大津市 瀬田小学校 2022/1/4
近江八幡市 安土小学校 2022/1/7
東近江市 五個荘あさひ幼児園 2022/1/4

京都府 京都市左京区 修学院第二小学校 2022/1/4
京都市左京区 上高野小学校 2022/1/5
京都市中京区 朱雀第三小学校 2022/1/6
京都市南区 祥豊小学校 2022/1/5
京都市右京区 西院小学校 2022/1/5
京都市伏見区 京都教育大学附属桃山小学校 2022/1/4
京都市山科区 寺西幼稚園 2022/1/4
京都市山科区 音羽小学校 2022/1/5
福知山市 昭和幼稚園 2022/1/4
福知山市 日新中学校 2022/1/5
亀岡市 詳徳中学校 2022/1/5
京丹後市 ゆうかり子ども園 2022/1/5
相楽郡精華町 精華台小学校 2022/1/4
与謝郡与謝野町 加悦聖三一幼稚園 2022/1/7

大阪府 大阪市西淀川区 出来島小学校 2022/1/4
大阪市東成区 中本小学校 2022/1/5
大阪市東住吉区 南百済小学校 2022/1/4
大阪市鶴見区 茨田小学校 2022/1/5
大阪市中央区 南幼稚園 2022/1/4
大阪市中央区 大阪市立南高等学校 2022/1/5
堺市中区 深井西小学校 2022/1/5
堺市西区 向丘小学校 2022/1/5
豊中市 豊島小学校 2022/1/7
吹田市 千里第一小学校 2022/1/5
吹田市 佐竹台小学校 2022/1/5
吹田市 豊津西中学校 2022/1/5
高槻市 土室幼稚園 2022/1/4
守口市 大阪府立守口支援学校 2022/1/5
枚方市 ハレルヤ保育園 2022/1/5
枚方市 菅原東小学校 2022/1/5
枚方市 西長尾小学校 2022/1/7
羽曳野市 島泉保育園 2022/1/5
東大阪市 小阪小学校 2022/1/5
東大阪市 縄手小学校 2022/1/7
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兵庫県 神戸市灘区 六甲小学校 2022/1/4
神戸市灘区 福住小学校 2022/1/4
神戸市灘区 上野中学校 2022/1/5
神戸市兵庫区 水木小学校 2022/1/6
神戸市垂水区 千鳥が丘小学校 2022/1/4
神戸市中央区 こうべ小学校 2022/1/6
姫路市 飾磨幼稚園 2022/1/6
姫路市 津田小学校 2022/1/4
尼崎市 成徳小学校 2022/1/4
尼崎市 清和小学校 2022/1/4
西宮市 高木小学校 2022/1/5
西宮市 学文中学校 2022/1/4
西宮市 兵庫県立阪神特別支援学校 2022/1/6
芦屋市 小槌幼稚園 2022/1/4
加古川市 野口北小学校 2022/1/4
加古川市 氷丘中学校 2022/1/6
加古川市 神吉中学校 2022/1/5
宝塚市 中山桜台小学校 2022/1/4
三木市 まほろば 2022/1/7
宍粟市 城下小学校 2022/1/4
揖保郡太子町 龍田幼稚園 2022/1/5
揖保郡太子町 太田幼稚園 2022/1/6
美方郡香美町 小代小学校 2022/1/4

奈良県 大和郡山市 小泉保育園 2022/1/5
香芝市 志都美幼・小学校 2022/1/5
香芝市 志都美幼・小学校 2022/1/7
香芝市 下田小学校 2022/1/5
北葛城郡王寺町 王寺工業高等学校 2022/1/5

和歌山県 和歌山市 三田小学校 2022/1/4
和歌山市 三田小学校 2022/1/7
橋本市 城山小学校 2022/1/5
東牟婁郡太地町 太地小学校 2022/1/6

島根県 浜田市 三階小学校 2022/1/4
浜田市 三階小学校 2022/1/4
出雲市 湖陵小学校 2022/1/4
出雲市 第二中学校 2022/1/5
邑智郡邑南町 瑞穂中学校 2022/1/6

岡山県 岡山市北区 岡山中央小学校 2022/1/4
岡山市南区 南輝小学校 2022/1/6
倉敷市 竹中幼稚園 2022/1/4
倉敷市 連島北小学校 2022/1/5
倉敷市 第五福田小学校 2022/1/5
倉敷市 倉敷まきび支援学校 2022/1/5
倉敷市 福田南中学校 2022/1/5
井原市 高屋幼稚園 2022/1/7

広島県 広島市南区 皆実小学校 2022/1/4
広島市西区 古田台小学校 2022/1/5
広島市安佐南区 アソカこども園 2022/1/5
尾道市 向島中央小学校 2022/1/4
福山市 すばる幼稚園 2022/1/5
福山市 曙小学校 2022/1/7
東広島市 三ツ城小学校 2022/1/5
東広島市 吉川小学校 2022/1/7
東広島市 入野小学校 2022/1/5
神石郡神石高原町 どんぐり幼稚園 2022/1/5

山口県 下関市 清末小学校 2022/1/5
萩市 明木小学校 2022/1/4
岩国市 岩国東幼稚園 2022/1/5
柳井市 柳井小学校 2022/1/5
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山口県 柳井市 柳井西中学校 2022/1/5
美祢市 大嶺小学校 2022/1/5
周南市 沼城小学校 2022/1/5
周南市 鹿野小学校 2022/1/5

香川県 高松市 国分寺南部小学校 2022/1/4
善通寺市 善通寺養護学校 2022/1/5
観音寺市 豊浜小学校 2022/1/5
木田郡三木町 白山小学校 2022/1/4

愛媛県 松山市 生石小学校 2022/1/5
松山市 清水小学校 2022/1/5
松山市 味生小学校 2022/1/4
松山市 姫山小学校 2022/1/7
松山市 城西中学校 2022/1/4
八幡浜市 八代中学校 2022/1/6
伊予市 上灘保育所 2022/1/5
四国中央市 土居公民館 2022/1/5

高知県 長岡郡本山町 本山小学校 2022/1/5
福岡県 北九州市小倉北区 小倉カトリック幼稚園 2022/1/5

福岡市博多区 弥生小学校 2022/1/4
福岡市南区 塩原小学校 2022/1/6
福岡市城南区 きりん幼稚園 2022/1/5
大牟田市 手鎌小学校 2022/1/7
大牟田市 羽山台小学校 2022/1/5
太宰府市 福岡県立太宰府特別支援学校 2022/1/4
太宰府市 水城小学校 2022/1/7
みやま市 桜舞館小学校 2022/1/5
糟屋郡新宮町 新宮小学校 2022/1/4
築上郡上毛町 友枝小学校 2022/1/4

佐賀県 佐賀市 北川副小学校 2022/1/6
長崎県 長崎市 聖アントニオ幼稚園 2022/1/7

佐世保市 宮小学校 2022/1/5
佐世保市 吉井南小学校 2022/1/4
諫早市 高来西小学校 2022/1/4
諫早市 長田小学校 2022/1/5
諫早市 明峰中学校 2022/1/4
五島市 緑丘小学校 2022/1/4
東彼杵郡川棚町 川棚小学校 2022/1/4
南松浦郡新上五島町 東浦小学校 2022/1/4

熊本県 熊本市北区 西里小学校 2022/1/4
八代市 太陽保育園 2022/1/4
宇城市 豊福小学校 2022/1/6

大分県 大分市 日岡小学校 2022/1/4
別府市 カトリック海の星幼稚園 2022/1/5
日田市 咸宜小学校 2022/1/4

宮崎県 宮崎市 江南小学校 2022/1/5
えびの市 飯野小学校 2022/1/4

鹿児島県 鹿児島市 郡山小学校 2022/1/5
鹿屋市 東原小学校 2022/1/7
枕崎市 桜山小学校 2022/1/4
枕崎市 桜山小学校 2022/1/4
出水市 米ノ津東小学校 2022/1/6
日置市 伊集院北中学校 2022/1/6
奄美市 朝日小学校 2022/1/4
伊佐市 大口明光学園 2022/1/7
姶良市 帖佐幼稚園 2022/1/5
大島郡知名町 知名中学校 2022/1/4

沖縄県 那覇市 天久小学校 2022/1/7
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