
　　　　　　　ベルマーク2022年５月第３週（５/９～５/15）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市中央区 円山小学校 2022/5/9
札幌市東区 開成小学校 2022/5/13
旭川市 希望学園 2022/5/9
滝川市 開西中学校 2022/5/11

青森県 八戸市 鮫小学校 2022/5/9
つがる市 木造北こども園 2022/5/9

岩手県 盛岡市 やちだも園山岸 2022/5/9
陸前高田市 高田第一中学校 2022/5/11

宮城県 刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/5/12
山形県 鶴岡市 七窪思恩園 2022/5/13
福島県 相馬市 桜丘小学校 2022/5/9

南会津郡南会津町 田島保育園 2022/5/11
茨城県 笠間市 大原小学校 2022/5/12
栃木県 日光市 落合西小学校 2022/5/10

小山市 小山城東小学校 2022/5/9
群馬県 高崎市 はるな保育所 2022/5/9
埼玉県 さいたま市北区 泰平小学校 2022/5/12

さいたま市見沼区 島小学校 2022/5/13
さいたま市見沼区 大谷小学校 2022/5/10
さいたま市南区 沼影小学校 2022/5/11
川口市 北川口幼稚園 2022/5/10
川口市 嶋根学園・川口しらぎく幼稚園 2022/5/9
川口市 根岸小学校 2022/5/12
加須市 開智未来中学・高等学校 2022/5/13
北葛飾郡杉戸町 中央幼稚園 2022/5/10

千葉県 船橋市 大穴北小学校 2022/5/9
野田市 野田市立中央小学校 2022/5/9
我孫子市 並木小学校 2022/5/9

東京都 大田区 仲六郷小学校 2022/5/9
足立区 杉の子幼稚園 2022/5/10
足立区 寺地小学校 2022/5/13
八王子市 いずみの森義務教育学校 2022/5/10
八王子市 山田小学校 2022/5/9
八王子市 由木東小学校 2022/5/9
小金井市 野川サドベリースクールこちゃっこい 2022/5/12
西東京市 東伏見小学校 2022/5/13

神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川小学校 2022/5/9
横浜市磯子区 磯子小学校 2022/5/11
横浜市金沢区 小田小学校 2022/5/11
横浜市港南区 永野幼稚園 2022/5/13
横浜市港南区 下野庭小学校 2022/5/12
川崎市幸区 古川小学校 2022/5/13
川崎市麻生区 柿生中学校 2022/5/11
横須賀市 馬堀小学校 2022/5/9
横須賀市 岩戸小学校 2022/5/13
藤沢市 村岡小学校 2022/5/9
藤沢市 藤沢養護学校 2022/5/13
座間市 座間市立東地区文化センター 2022/5/10

新潟県 新潟市中央区 曽野木中学校 2022/5/11

村上市 村上東中学校 2022/5/10
岐阜県 恵那市 山岡こども園 2022/5/13

不破郡垂井町 岩手小学校 2022/5/11
静岡県 富士市 大淵第一小学校 2022/5/9

富士市 鷹岡中学校 2022/5/12
焼津市 千代学園みやじま幼稚園 2022/5/13
焼津市 千代学園みやじま幼稚園 2022/5/13
藤枝市 青島中学校 2022/5/13

長岡市
ジュニアスクール　認定こども園　第一
幼稚園
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愛知県 名古屋市守山区 二城幼稚園 2022/5/13
名古屋市守山区 金城学院幼稚園 2022/5/9
豊橋市 西郷小学校 2022/5/10
岡崎市 四ツ葉の会 2022/5/10
春日井市 たんぽぽの風 2022/5/9
豊川市 天王小学校 2022/5/9
大府市 大府小学校 2022/5/10

三重県 伊勢市 学校法人マリア学園暁の星こども園 2022/5/12
志摩市 東海中学校 2022/5/9

滋賀県 大津市 葛川小学校 2022/5/9
甲賀市 水口中学校 2022/5/10
東近江市 止揚学園 2022/5/9

京都府 宮津市 府中子ども園 2022/5/12
大阪府 大阪市平野区 長吉東小学校 2022/5/10

堺市北区 大阪府立堺聴覚支援学校 2022/5/13
吹田市 北千里高等学校 2022/5/10
東大阪市 楠根東小学校 2022/5/9

兵庫県 神戸市垂水区 学が丘保育園 2022/5/9
姫路市 姫路医療センター附属看護学校 2022/5/10
西宮市 苦楽園小学校 2022/5/9
伊丹市 ロザリオ幼稚園 2022/5/9
宝塚市 美座小学校 2022/5/10

奈良県 天理市 朝和保育園 2022/5/13
橿原市 耳成南幼稚園 2022/5/9
吉野郡川上村 川上中学校 2022/5/9

和歌山県 和歌山市 楠見東小学校 2022/5/11
岩出市 山崎北こども園 2022/5/11

岡山県 岡山市北区 旭川荘みどり学園 2022/5/13
倉敷市 玉島保育園 2022/5/11
総社市 久代幼稚園 2022/5/13

広島県 広島市西区 古田台小学校 2022/5/12
広島市安佐南区 安小学校 2022/5/13
呉市 吉浦小学校 2022/5/9
尾道市 久保小学校 2022/5/9
東広島市 高屋東小学校 2022/5/11

山口県 下関市 豊浦小学校 2022/5/10
徳島県 阿南市 阿南聖母幼稚園 2022/5/9
香川県 高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 2022/5/11
愛媛県 東温市 重信幼稚園 2022/5/13
福岡県 筑紫野市 天拝小学校 2022/5/10

古賀市 舞の里小学校 2022/5/10
嘉麻市 嘉穂小学校 2022/5/10
三瀦郡大木町 大溝小学校 2022/5/10

佐賀県 唐津市 成和小学校 2022/5/10
熊本県 山鹿市 山鹿小学校 2022/5/10
大分県 大分市 金池小学校 2022/5/9
鹿児島県 出水市 西出水小学校 2022/5/9

霧島市 国分南中学校 2022/5/13

ありがとうございました！
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