
　　　　　　　ベルマーク2022年６月第２週（６/６～６/12）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 函館市 鍛神小学校 2022/6/10
岩見沢市 東光中学校 2022/6/7
江別市 第２大麻こども園 2022/6/6
虻田郡京極町 京極町生涯学習センター湧学館 2022/6/7
浦河郡浦河町 雛菊保育園 2022/6/7

青森県 八戸市 長者小学校 2022/6/7
五所川原市 ひまわり幼稚園 2022/6/8
南津軽郡藤崎町 藤崎幼稚園 2022/6/10
南津軽郡藤崎町 藤崎小学校 2022/6/10

秋田県 鹿角市 大湯小学校 2022/6/6
大仙市 大曲小学校 2022/6/7

福島県 福島市 福島大学附属小学校 2022/6/10
福島市 桜の聖母学院小学校 2022/6/9
郡山市 行健小学校 2022/6/10

茨城県 水戸市 智学館中等教育学校 2022/6/10
那珂郡東海村 舟石川小学校 2022/6/7

埼玉県 さいたま市北区 日進北小学校 2022/6/10
川越市 霞ケ関南小学校 2022/6/6
川口市 青木北小学校 2022/6/6
上尾市 大石北小学校 2022/6/10
越谷市 埼玉県立越谷特別支援学校 2022/6/6
志木市 志木第二小学校 2022/6/6
久喜市 東鷲宮小学校 2022/6/10
蓮田市 蓮田南小学校 2022/6/7
日高市 高麗川すみれ学童保育室 2022/6/7

千葉県 千葉市若葉区 都賀の台幼稚園 2022/6/10
千葉市若葉区 小倉小学校 2022/6/10
市川市 若竹幼稚園 2022/6/7
野田市 岩木小学校 2022/6/7
佐倉市 内郷小学校 2022/6/7
習志野市 第一中学校 2022/6/7
柏市 中原小学校 2022/6/7
市原市 辰巳台西小学校 2022/6/6

東京都 文京区 指ケ谷小学校 2022/6/8
大田区 文教大学付属小学校 2022/6/10
中野区 南中野中学校 2022/6/7
杉並区 杉並日の出幼稚園 2022/6/9
杉並区 高井戸第四小学校 2022/6/9
北区 星美学園小学校 2022/6/6
北区 滝野川第三小学校 2022/6/10
練馬区 豊玉小学校 2022/6/7
葛飾区 やくし幼稚園 2022/6/10
立川市 立川市立第七小学校 2022/6/10
調布市 マルガリタ幼稚園 2022/6/7
町田市 南第三小学校 2022/6/6
西東京市 西東京市立東小学校 2022/6/10

神奈川県 横浜市緑区 みどり養護学校 2022/6/8
横浜市都筑区 川和東小学校 2022/6/7
川崎市幸区 女躰神社こども園 2022/6/7
相模原市南区 大野小学校 2022/6/6
鎌倉市 山崎小学校 2022/6/10
鎌倉市 山崎小学校 2022/6/10
鎌倉市 山崎小学校 2022/6/10
藤沢市 藤沢若葉幼稚園 2022/6/10
藤沢市 長後小学校 2022/6/10
秦野市 秦野市立北小学校 2022/6/6
秦野市 秦野市立北小学校 2022/6/6
足柄下郡真鶴町 まなづる小学校 2022/6/10

富山県 南砺市 福光東部小学校 2022/6/8
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石川県 金沢市 米泉小学校 2022/6/10
白山市 蕪城小学校 2022/6/10

福井県 福井市 福井東特別支援学校 2022/6/10
長野県 長野市 長野幼稚園 2022/6/6

松本市 信州大学教育学部附属松本中学校 2022/6/7
駒ケ根市 赤穂中学校 2022/6/10
中野市 高社中学校 2022/6/7

岐阜県 高山市 県立飛騨特別支援学校 2022/6/7
羽島市 はしま西幼稚園 2022/6/10
各務原市 ひよし幼稚園 2022/6/10

静岡県 静岡市清水区 清水入江小学校 2022/6/7
焼津市 港小学校 2022/6/10

愛知県 名古屋市中村区 名古屋遊花幼稚園 2022/6/10
豊橋市 福岡小学校 2022/6/7
岡崎市 かおる幼稚園 2022/6/9
岡崎市 米山寮 2022/6/7
豊川市 愛知県立豊川特別支援学校 2022/6/6
豊川市 愛知県立豊川特別支援学校 2022/6/6
豊川市 愛知県立豊川特別支援学校 2022/6/7
豊田市 若林東小学校 2022/6/9
西尾市 吉良中学校 2022/6/10

三重県 津市 西が丘小学校 2022/6/7
伊勢市 村松保育園 2022/6/10
伊勢市 浜郷小学校 2022/6/6
尾鷲市 宮之上小学校 2022/6/10
南牟婁郡紀宝町 紀宝町生涯学習センターまなびの郷 2022/6/10

京都府 京都市右京区 太秦小学校 2022/6/8
京都市右京区 葛野小学校 2022/6/6
京田辺市 京田辺シュタイナー学校 2022/6/10

大阪府 大阪市旭区 思斉支援学校 2022/6/10
高槻市 奥坂小学校 2022/6/7

兵庫県 神戸市須磨区 東須磨小学校 2022/6/6
神戸市西区 神戸ＹＭＣＡ高等学院 2022/6/6
姫路市 広峰小学校 2022/6/10
宝塚市 宝梅中学校 2022/6/8

奈良県 山辺郡山添村 やまぞえ小学校 2022/6/7
和歌山県 紀の川市 上名手小学校 2022/6/10

有田郡広川町 津木小学校 2022/6/8
島根県 松江市 川津幼稚園 2022/6/8

雲南市 木次小学校 2022/6/10
岡山県 笠岡市 笠岡学園 2022/6/7
広島県 大竹市 玖波小学校 2022/6/6
山口県 防府市 華浦小学校 2022/6/9
香川県 高松市 太田小学校 2022/6/7
福岡県 北九州市小倉南区 小倉南特別支援学校 2022/6/7

福岡市南区 若久小学校 2022/6/10
福岡市南区 筑紫丘小学校 2022/6/7

大分県 玖珠郡玖珠町 カトリック玖珠幼稚園 2022/6/9
鹿児島県 鹿児島市 鶴丸高等学校 2022/6/7

霧島市 日当山小学校 2022/6/10
霧島市 霧島小学校 2022/6/7
姶良市 柁城小学校 2022/6/9

沖縄県 石垣市 海星幼稚園 2022/6/8
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