
　　　　　　　ベルマーク2022年５月第５週（５/23～５/29）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 新川中央小学校 2022/5/27
札幌市厚別区 小野幌小学校 2022/5/23
札幌市厚別区 小野幌小学校 2022/5/23
旭川市 啓明小学校 2022/5/27
天塩郡幌延町 幌延小学校 2022/5/23

青森県 青森市 古川小学校 2022/5/27
西津軽郡深浦町 みはる保育園 2022/5/25

宮城県 仙台市青葉区 南吉成小学校 2022/5/25
仙台市太白区 柳生小学校 2022/5/24
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/5/24

山形県 米沢市 九里幼稚園 2022/5/24
福島県 田村市 要田小学校 2022/5/24
茨城県 日立市 久慈川三育小学校 2022/5/24

つくば市 社会福祉法人幸樹会にじいろ保育園 2022/5/25
栃木県 宇都宮市 ゆりかご保育園 2022/5/24

宇都宮市 栃木県立盲学校 2022/5/26
群馬県 桐生市 新里こども園 2022/5/25

伊勢崎市 殖蓮第二小学校 2022/5/23
埼玉県 さいたま市北区 大砂土小学校 2022/5/26

さいたま市大宮区 大宮北小学校 2022/5/23
さいたま市見沼区 七里小学校 2022/5/23
さいたま市浦和区 木崎小学校 2022/5/24
さいたま市緑区 芝原小学校 2022/5/25
川口市 戸塚北小学校 2022/5/23
川口市 仲町小学校 2022/5/23
所沢市 所沢市立南小学校 2022/5/26
飯能市 加治東小学校 2022/5/26
上尾市 鴨川小学校 2022/5/23
入間市 藤沢南小学校 2022/5/26
久喜市 久喜東小学校 2022/5/24
八潮市 八幡小学校 2022/5/23
比企郡鳩山町 鳩山小学校 2022/5/24

千葉県 千葉市花見川区 検見川小学校 2022/5/24
千葉市若葉区 都賀の台小学校 2022/5/23
市川市 原木幼稚園 2022/5/24
市川市 鶴指小学校 2022/5/24
船橋市 法典東小学校 2022/5/24
船橋市 海神南小学校 2022/5/25
成田市 聖徳大学附属成田幼稚園 2022/5/26
八千代市 大和田南小学校 2022/5/24
八千代市 萱田小学校 2022/5/26
白井市 七次台小学校 2022/5/27
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2022/5/23

東京都 千代田区 和泉小学校 2022/5/24
新宿区 淀橋第四小学校 2022/5/24
墨田区 菊川小学校 2022/5/26
目黒区 碑文谷教会附属幼稚園 2022/5/24
大田区 馬込第二小学校 2022/5/25
渋谷区 松村幼稚園 2022/5/23
中野区 田中ナースリー大和保育園 2022/5/24
板橋区 加賀小学校 2022/5/26
板橋区 成増ケ丘小学校 2022/5/25
葛飾区 清和小学校 2022/5/25
江戸川区 鎌田小学校 2022/5/25
八王子市 聖公会八王子幼稚園 2022/5/24
調布市 多摩川小学校 2022/5/26
小平市 小平第二小学校 2022/5/26
清瀬市 清瀬第八小学校 2022/5/24
あきる野市 増戸小学校 2022/5/24
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神奈川県 横浜市中区 横浜訓盲学院 2022/5/23
横浜市保土ケ谷区 上星川小学校 2022/5/27
横浜市保土ケ谷区 藤塚小学校 2022/5/27
横浜市港北区 矢上小学校 2022/5/27
横浜市泉区 もも保育園 2022/5/24
横浜市都筑区 川和東小学校 2022/5/24
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2022/5/25
川崎市宮前区 菅生小学校 2022/5/23
川崎市麻生区 金程小学校 2022/5/24
横須賀市 高坂小学校 2022/5/24
横須賀市 走水小学校 2022/5/26
藤沢市 藤沢若葉幼稚園 2022/5/27
藤沢市 藤沢芙蓉幼稚園 2022/5/27
小田原市 国府津小学校 2022/5/24
茅ケ崎市 梅田中学校 2022/5/24

新潟県 新潟市北区 光晴中学校 2022/5/24
柏崎市 枇杷島小学校 2022/5/24

富山県 富山市 富山県立富山聴覚総合支援学校 2022/5/27
南砺市 福光東部小学校 2022/5/25

石川県 鳳珠郡能登町 小木小学校 2022/5/23
福井県 福井市 仁愛女子高等学校 2022/5/25
長野県 長野市 吉田小学校 2022/5/26

松本市 開明小学校 2022/5/23
岐阜県 安八郡安八町 結小学校 2022/5/24
愛知県 半田市 花園小学校 2022/5/26

豊田市 まふみ幼稚園 2022/5/27
豊田市 浄水中学校 2022/5/24
小牧市 篠岡小学校 2022/5/26
大府市 石ケ瀬小学校 2022/5/24
日進市 日進北中学校 2022/5/26

三重県 四日市市 四郷小学校 2022/5/24
松阪市 つぼみ保育園 2022/5/24
名張市 三重県立特別支援学校伊賀つばさ学園 2022/5/24
度会郡玉城町 田丸小学校 2022/5/24

滋賀県 大津市 唐崎中学校 2022/5/25
草津市 綾羽高等学校 2022/5/24

京都府 京都市南区 九条弘道小学校 2022/5/25
京都市右京区 山ノ内小学校 2022/5/23
京丹後市 峰山こども園 2022/5/24

大阪府 大阪市平野区 瓜破北小学校 2022/5/27
堺市東区 はつしば学園小学校 2022/5/24
堺市東区 登美丘西小学校 2022/5/27
豊中市 大池小学校 2022/5/24
高槻市 北日吉台小学校 2022/5/25
守口市 錦小学校 2022/5/24
箕面市 箕面市立西小学校 2022/5/24
摂津市 みなみせんりおか遊育園 2022/5/23

兵庫県 神戸市北区 藤原台小学校 2022/5/23
尼崎市 立花小学校 2022/5/25
尼崎市 成文小学校 2022/5/27
明石市 兵庫県立明石学園 2022/5/24
加古川市 東神吉南小学校 2022/5/24
加古川市 加古川東高等学校 2022/5/23
三田市 小野幼稚園 2022/5/27
南あわじ市 賀集小学校 2022/5/24

奈良県 生駒郡斑鳩町 斑鳩東小学校 2022/5/23
鳥取県 鳥取市 たんぽぽ児童クラブ 2022/5/23
岡山県 岡山市北区 大元小学校 2022/5/27

岡山市中区 幡多小学校 2022/5/25
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岡山県 岡山市中区 平井小学校 2022/5/24
倉敷市 中庄幼稚園 2022/5/24
津山市 高野第二保育園 2022/5/24

広島県 広島市東区 広島朝鮮初中高級学校 2022/5/24
広島市安佐南区 大塚小学校 2022/5/24
広島市安芸区 中野小学校 2022/5/26
福山市 明王台小学校 2022/5/24
福山市 蔵王小学校 2022/5/23
福山市 放課後等デイサービス　れんげ 2022/5/25
福山市 福山平成大学経営学部 2022/5/27
神石郡神石高原町 どんぐり幼稚園 2022/5/24

山口県 防府市 玉祖保育園 2022/5/27
徳島県 吉野川市 鴨島ひかり乳幼児保育園 2022/5/24
香川県 坂出市 林田保育園 2022/5/25
愛媛県 松山市 石井小学校 2022/5/24

今治市 吉海小学校 2022/5/23
新居浜市 金子小学校 2022/5/27

福岡県 中間市 緑ケ丘第三幼稚園 2022/5/27
佐賀県 小城市 牛津ルーテルこども園 2022/5/27
長崎県 長崎市 小ケ倉幼稚園 2022/5/24

佐世保市 認定こども園桜の聖母幼稚園 2022/5/23
壱岐市 柳田保育所 2022/5/27

熊本県 水俣市 水俣第二小学校 2022/5/24
天草市 亀川小学校 2022/5/27

大分県 大分市 敷戸小学校 2022/5/24
大分市 大分県立大分支援学校 2022/5/27
宇佐市 阿香月保育園 2022/5/24

宮崎県 日南市 油津小学校 2022/5/23
日向市 財光寺南小学校 2022/5/23
児湯郡川南町 川南幼稚園 2022/5/25

鹿児島県 鹿児島市 名山小学校 2022/5/23
鹿児島市 和田中学校 2022/5/27
鹿児島市 鶴丸高等学校 2022/5/27
枕崎市 枕崎小学校 2022/5/24
伊佐市 大口東小学校 2022/5/24
熊毛郡屋久島町 ゆかり幼稚園 2022/5/27

ありがとうございました！

3


