
　　　　　　　ベルマーク2022年６月第４週（６/20～６/26）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 上篠路中学校 2022/6/21
札幌市手稲区 前田北小学校 2022/6/22
北見市 留辺蘂中学校 2022/6/23
名寄市 名寄カトリック幼稚園 2022/6/23

青森県 青森市 浜田小学校 2022/6/21
黒石市 黒石東小学校 2022/6/21

岩手県 一関市 一関小学校 2022/6/21
宮城県 仙台市太白区 西多賀小学校 2022/6/21

仙台市泉区 松森小学校 2022/6/23
塩釜市 塩釜市立第二小学校 2022/6/21
岩沼市 岩沼西小学校 2022/6/21

秋田県 秋田市 中通小学校 2022/6/24
山形県 山形市 山形市立西小学校 2022/6/21

米沢市 西部小学校 2022/6/20
福島県 郡山市 富田小学校 2022/6/24

いわき市 中央台北小学校 2022/6/23
茨城県 ひたちなか市 東石川小学校 2022/6/20

守谷市 松前台小学校 2022/6/20
かすみがうら市 美並未来みなみこども園 2022/6/20
かすみがうら市 下稲吉小学校 2022/6/21

栃木県 宇都宮市 桜小学校 2022/6/21
宇都宮市 西原小学校 2022/6/21
宇都宮市 昭和小学校 2022/6/20
宇都宮市 陽南小学校 2022/6/23
宇都宮市 県立宇都宮白楊高等学校 2022/6/22
真岡市 真岡西小学校 2022/6/20
真岡市 真岡西小学校 2022/6/20
那須塩原市 西那須野幼稚園 2022/6/21

群馬県 前橋市 東小学校 2022/6/20
高崎市 高崎天使幼稚園 2022/6/21

埼玉県 さいたま市大宮区 芝川小学校 2022/6/24
さいたま市大宮区 第二東中学校 2022/6/20
さいたま市浦和区 常盤小学校 2022/6/24
さいたま市緑区 美園小学校 2022/6/20
さいたま市緑区 大牧小学校 2022/6/21
川越市 山田小学校 2022/6/24
川越市 霞ケ関東小学校 2022/6/22
所沢市 上新井小学校 2022/6/21
飯能市 白鳥幼稚園 2022/6/21
春日部市 豊春小学校 2022/6/23
狭山市 柏原小学校 2022/6/21
狭山市 新狭山小学校 2022/6/21
越谷市 宮本小学校 2022/6/21
入間市 扇小学校 2022/6/24
入間市 扇小学校 2022/6/24
朝霞市 障害児放課後クラブなかよし 2022/6/21
三郷市 みさと市幼児教室風の子園 2022/6/21
ふじみ野市 福岡小学校 2022/6/20
北足立郡伊奈町 小針北小学校 2022/6/24
北葛飾郡杉戸町 杉戸町立西小学校 2022/6/24

千葉県 千葉市中央区 院内小学校 2022/6/20
千葉市中央区 宮崎小学校 2022/6/22
千葉市花見川区 こてはし台小学校 2022/6/20
千葉市緑区 金沢小学校 2022/6/24
船橋市 法典東小学校 2022/6/21
船橋市 南本町小学校 2022/6/24
船橋市 丸山小学校 2022/6/21
習志野市 香澄小学校 2022/6/20
八千代市 萱田小学校 2022/6/23
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千葉県 我孫子市 我孫子第四小学校 2022/6/21
鎌ケ谷市 鎌ケ谷小学校 2022/6/24
浦安市 浦安市立南小学校 2022/6/22
大網白里市 大網小学校 2022/6/23
印旛郡酒々井町 酒々井小学校 2022/6/23
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2022/6/24

東京都 港区 西町インターナショナルスクール 2022/6/23
品川区 品川区立伊藤学園 2022/6/20
品川区 鮫浜小学校 2022/6/23
大田区 東糀谷小学校 2022/6/23
世田谷区 松丘小学校 2022/6/24
杉並区 東京朝鮮第九初級学校 2022/6/23
杉並区 松庵小学校 2022/6/21
北区 石川幼稚園 2022/6/23
北区 柳田小学校 2022/6/20
北区 星美学園小学校 2022/6/24
北区 女子聖学院中学校・高等学校 2022/6/21
練馬区 開進第四小学校 2022/6/24
足立区 綾瀬小学校 2022/6/24
葛飾区 亀青小学校 2022/6/21
江戸川区 北小岩小学校 2022/6/22
八王子市 楢原小学校 2022/6/24
府中市 南白糸台小学校 2022/6/20
府中市 若松小学校 2022/6/20
調布市 仙川かおる幼稚園 2022/6/23

神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉小学校 2022/6/20
横浜市神奈川区 精華小学校 2022/6/23
横浜市中区 横浜女学院中学校高等学校 2022/6/23
横浜市保土ケ谷区 藤塚小学校 2022/6/21
横浜市金沢区 六浦南小学校 2022/6/20
横浜市緑区 緑小学校 2022/6/21
横浜市緑区 長津田第二小学校 2022/6/22
横浜市瀬谷区 瀬谷養護学校 2022/6/24
横浜市青葉区 荏田西小学校 2022/6/21
横浜市都筑区 山田小学校 2022/6/24
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2022/6/21
川崎市幸区 東小倉小学校 2022/6/21
川崎市麻生区 はるひ野小中学校 2022/6/24
横須賀市 高坂小学校 2022/6/24
横須賀市 粟田小学校 2022/6/22
平塚市 花水小学校 2022/6/24
藤沢市 鵠洋小学校 2022/6/23
藤沢市 藤沢養護学校 2022/6/20
茅ケ崎市 松林中学校 2022/6/24
逗子市 久木小学校 2022/6/20
座間市 県立座間養護学校 2022/6/20

富山県 富山市 わかくさ保育園 2022/6/21
石川県 金沢市 戸板小学校 2022/6/20

金沢市 米丸小学校 2022/6/20
小松市 なかよし幼稚園 2022/6/20
白山市 鳥越小学校 2022/6/22

山梨県 大月市 猿橋小学校 2022/6/22
長野県 小諸市 しらかば幼稚園 2022/6/23

塩尻市 桔梗小学校 2022/6/21
佐久市 中佐都小学校 2022/6/21

岐阜県 岐阜市 鶉小学校 2022/6/21
高山市 本郷小学校 2022/6/20

静岡県 静岡市葵区 西奈こども園 2022/6/21
静岡市清水区 清水花園学園八坂幼稚園 2022/6/20
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静岡県 浜松市中区 萩丘幼稚園 2022/6/20
三島市 徳倉幼稚園 2022/6/24

愛知県 名古屋市北区 幼保連携型認定こども園若松幼稚園 2022/6/20
名古屋市中村区 中村保育園 2022/6/20
名古屋市昭和区 まつかぜ保育園 2022/6/24
名古屋市昭和区 南山高等・中学校男子部 2022/6/20
豊橋市 旭小学校 2022/6/21
豊橋市 芦原小学校 2022/6/20
豊橋市 野依小学校 2022/6/24
豊橋市 中野小学校 2022/6/22
岡崎市 橋目幼稚園 2022/6/21
豊川市 御油小学校 2022/6/21
刈谷市 富士松北小学校 2022/6/22
豊田市 広沢こども園 2022/6/21
豊田市 東山小学校 2022/6/23
西尾市 吉良中学校 2022/6/21
知立市 知立西小学校 2022/6/22
尾張旭市 旭丘小学校 2022/6/21
尾張旭市 本地原小学校 2022/6/24
愛西市 白百合保育園 2022/6/20
あま市 伊福小学校 2022/6/24
長久手市 市が洞小学校 2022/6/21

三重県 津市 片田保育園 2022/6/21
四日市市 八郷小学校 2022/6/23
鈴鹿市 石薬師小学校 2022/6/21

滋賀県 大津市 逢坂小学校 2022/6/22
彦根市 稲枝東幼稚園 2022/6/21
長浜市 高月小学校 2022/6/21
野洲市 野洲北中学校 2022/6/24

京都府 舞鶴市 うみべのもり保育所 2022/6/21
長岡京市 長法寺小学校 2022/6/22
八幡市 有都こども園 2022/6/24
木津川市 木津幼稚園 2022/6/22

大阪府 大阪市都島区 高倉幼稚園 2022/6/24
大阪市都島区 大東小学校 2022/6/20
大阪市住之江区 南港桜小学校 2022/6/24
堺市東区 南八下小学校 2022/6/22
豊中市 大池小学校 2022/6/22
豊中市 上野小学校 2022/6/21
吹田市 片山幼稚園 2022/6/20
高槻市 北日吉台小学校 2022/6/21
枚方市 山之上小学校 2022/6/21
松原市 松原小学校 2022/6/24
東大阪市 枚岡東小学校 2022/6/23

兵庫県 神戸市東灘区 六甲アイランド小学校 2022/6/21
神戸市長田区 駒ヶ林小学校 2022/6/20
神戸市垂水区 垂水東中学校 2022/6/22
神戸市中央区 なぎさ小学校 2022/6/21

芦屋市 西山幼稚園 2022/6/21
豊岡市 日高小学校 2022/6/24
加古川市 野口小学校 2022/6/22
淡路市 志筑小学校 2022/6/21

奈良県 奈良市 奈良女子大学附属幼稚園 2022/6/21
生駒市 光明中学校 2022/6/21
香芝市 志都美幼・小学校 2022/6/21
葛城市 磐城認定こども園 2022/6/21
宇陀市 榛原東幼稚園 2022/6/23

西宮市立総合教育センター付属西宮浜
義務教育学校

2022/6/24西宮市
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奈良県 宇陀市 榛原幼稚園 2022/6/20
和歌山県 有田郡有田川町 鳥屋城小学校 2022/6/24

日高郡みなべ町 南部中学校 2022/6/20
鳥取県 米子市 かもめ幼稚園 2022/6/24
島根県 大田市 温泉津小学校 2022/6/21
岡山県 岡山市北区 伊島小学校 2022/6/21

倉敷市 第五福田小学校 2022/6/22
総社市 服部幼稚園 2022/6/22

広島県 広島市安佐南区 祇園小学校 2022/6/22
広島市安佐南区 中筋小学校 2022/6/22
広島市安佐南区 山本小学校 2022/6/21
広島市安芸区 みどり坂小学校 2022/6/21
尾道市 日比崎小学校 2022/6/22
福山市 引野小学校 2022/6/21
府中市 府中すばる幼稚園 2022/6/22
東広島市 八本松小学校 2022/6/20
江田島市 江田島小学校 2022/6/23
江田島市 大古小学校 2022/6/22

山口県 岩国市 むろのき幼稚園 2022/6/23
徳島県 鳴門市 暁の星学園　鳴門聖母幼稚園 2022/6/21
香川県 高松市 一宮小学校 2022/6/21

高松市 松島地区コミュニティ協議会 2022/6/22
愛媛県 松山市 さくら小学校 2022/6/21

新居浜市 金子小学校 2022/6/24
新居浜市 新居浜小学校 2022/6/20
東温市 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 2022/6/20
伊予郡松前町 松前小学校 2022/6/21

高知県 高知市 もみのき幼稚園・めだか園 2022/6/24
安芸市 安芸第一小学校 2022/6/20

福岡県 行橋市 行橋小学校 2022/6/24
宗像市 福岡教育大学附属幼稚園 2022/6/22
太宰府市 水城小学校 2022/6/22
築上郡築上町 福岡県立築城特別支援学校 2022/6/22

佐賀県 佐賀市 鍋島小学校 2022/6/24
唐津市 鏡中学校 2022/6/24

長崎県 長崎市 高城台小学校 2022/6/22
佐世保市 早岐小学校 2022/6/24
西彼杵郡長与町 長与北小学校 2022/6/21

熊本県 熊本市中央区 一新幼稚園 2022/6/21
大分県 大分市 竹中小学校 2022/6/24

大分市 豊府小学校 2022/6/22
臼杵市 すえひろ保育園 2022/6/20

宮崎県 宮崎市 池内小学校 2022/6/21
東臼杵郡美郷町 美郷南学園 2022/6/20
西臼杵郡高千穂町 高千穂小学校 2022/6/21

鹿児島県 鹿児島市 桜丘東小学校 2022/6/20
鹿児島市 吉野東中学校 2022/6/21
薩摩川内市 平佐西小学校 2022/6/22
日置市 伊作田小学校 2022/6/22

沖縄県 糸満市 潮平小学校 2022/6/20
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