
　　　　　　　ベルマーク2022年７月第２週（７/４～７/10）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 札幌三育幼稚園 2022/7/5
岩見沢市 美園小学校 2022/7/5
留萌市 緑丘小学校 2022/7/8
苫小牧市 北光小学校 2022/7/5

青森県 青森市 浪館小学校 2022/7/5
青森市 大野小学校 2022/7/4
五所川原市 栄小学校 2022/7/7
三沢市 三沢小学校 2022/7/5

宮城県 仙台市宮城野区 榴岡小学校 2022/7/4
仙台市宮城野区 幸町南小学校 2022/7/4
塩釜市 月見ケ丘小学校 2022/7/6

福島県 福島市 蓬莱もみじ幼稚園 2022/7/5
二本松市 安達太良小学校 2022/7/7

茨城県 水戸市 千波小学校 2022/7/8
日立市 宮田小学校 2022/7/5
土浦市 まなべすみれ幼稚園 2022/7/8
土浦市 土浦市立東小学校 2022/7/6
取手市 宮和田小学校 2022/7/5
ひたちなか市 那珂湊第三小学校 2022/7/6
鹿嶋市 中野東小学校 2022/7/8
つくばみらい市 わかくさ幼稚園 2022/7/8

栃木県 宇都宮市 横川中央小学校 2022/7/6
栃木市 栃木第四小学校 2022/7/5
栃木市 都賀中学校 2022/7/5
小山市 はねかわ太陽認定こども園 2022/7/6
那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 2022/7/6

群馬県 前橋市 二之宮小学校 2022/7/7
前橋市 新田小学校 2022/7/8
前橋市 元総社北小学校 2022/7/5
高崎市 新高尾小学校 2022/7/7
館林市 第一小学校 2022/7/8

埼玉県 さいたま市西区 みはし幼稚園 2022/7/8
さいたま市見沼区 七里小学校 2022/7/6
さいたま市見沼区 片柳小学校 2022/7/8
さいたま市桜区 大久保東小学校 2022/7/4
さいたま市桜区 新開小学校 2022/7/5
さいたま市南区 辻小学校 2022/7/8
さいたま市岩槻区 上里小学校 2022/7/5
川口市 北川口幼稚園 2022/7/5
川口市 前川東小学校 2022/7/5
川口市 神根小学校 2022/7/4
川口市 朝日東小学校 2022/7/5
川口市 鳩ケ谷中学校 2022/7/5
飯能市 双柳小学校 2022/7/4
春日部市 武里西小学校 2022/7/5
春日部市 桜川小学校 2022/7/7
春日部市 緑小学校 2022/7/8
春日部市 上沖小学校 2022/7/8
春日部市 小渕小学校 2022/7/5
春日部市 中野小学校 2022/7/5
春日部市 春日部南中学校 2022/7/8
狭山市 富士見小学校 2022/7/7
狭山市 山王小学校 2022/7/5
上尾市 原市南小学校 2022/7/5
越谷市 平方小学校 2022/7/8
蕨市 塚越小学校 2022/7/8
志木市 志木第二中学校 2022/7/5
北本市 北本市立東小学校 2022/7/5
三郷市 前間小学校 2022/7/8
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埼玉県 幸手市 八代小学校 2022/7/8
幸手市 さくら小学校 2022/7/8
白岡市 南小学校 2022/7/7
入間郡越生町 越生小学校 2022/7/4
比企郡嵐山町 菅谷小学校 2022/7/5
南埼玉郡宮代町 須賀小学校 2022/7/5
北葛飾郡杉戸町 高野台小学校 2022/7/5

千葉県 千葉市花見川区 こてはし台小学校 2022/7/5
千葉市稲毛区 都賀小学校 2022/7/7
千葉市若葉区 千城台南幼稚園 2022/7/7
千葉市緑区 有吉中学校 2022/7/4
千葉市美浜区 千葉敬愛短期大学附属幼稚園 2022/7/8
市川市 八幡小学校 2022/7/4
市川市 妙典小学校 2022/7/4
船橋市 二宮小学校 2022/7/5
船橋市 古和釜小学校 2022/7/5
船橋市 法典西小学校 2022/7/5
松戸市 殿平賀小学校 2022/7/7
佐倉市 佐倉小学校 2022/7/4
習志野市 谷津南小学校 2022/7/8
柏市 みくに学園 2022/7/5
柏市 柏第八小学校 2022/7/8
柏市 高田小学校 2022/7/5
八千代市 南高津小学校 2022/7/7
我孫子市 我孫子第一小学校 2022/7/8
鴨川市 江見小学校 2022/7/6
浦安市 舞浜認定こども園 2022/7/5
印西市 いには野小学校 2022/7/4

東京都 中央区 月島第一幼稚園 2022/7/4
新宿区 東京モード学園 2022/7/4
墨田区 江東学園幼稚園 2022/7/5
江東区 浅間竪川小学校 2022/7/6
江東区 第五砂町小学校 2022/7/7
江東区 第四砂町小学校 2022/7/6
大田区 入新井第一小学校 2022/7/7
大田区 矢口西小学校 2022/7/8
大田区 大森第三小学校 2022/7/4
世田谷区 マダレナ・カノッサ幼稚園 2022/7/5
世田谷区 塚戸小学校 2022/7/7
中野区 中野本郷小学校 2022/7/8
杉並区 久我山小学校 2022/7/5
杉並区 西高等学校 2022/7/4
豊島区 清和小学校 2022/7/8
練馬区 大泉幼稚園 2022/7/5
練馬区 旭出学園（特別支援学校） 2022/7/5
練馬区 光が丘夏の雲小学校 2022/7/8
練馬区 大泉高等学校 2022/7/4
葛飾区 千鶴幼稚園 2022/7/8
葛飾区 上平井幼稚園 2022/7/5
江戸川区 葛西小学校 2022/7/8
江戸川区 新堀小学校 2022/7/8
江戸川区 鹿骨東小学校 2022/7/4
八王子市 高倉小学校 2022/7/8
立川市 第四小学校 2022/7/7
三鷹市 第四小学校 2022/7/6
調布市 第二小学校 2022/7/8
調布市 調布市立第三中学校 2022/7/4
町田市 本町田東小学校 2022/7/8
東村山市 秋津東小学校 2022/7/4
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東京都 国分寺市 国分寺市立第九小学校 2022/7/8
東大和市 東大和市立第六小学校 2022/7/7
清瀬市 清瀬第十小学校 2022/7/5
あきる野市 増戸小学校 2022/7/7

神奈川県 横浜市鶴見区 東台小学校 2022/7/7
横浜市神奈川区 三ツ沢小学校 2022/7/8
横浜市神奈川区 西寺尾小学校 2022/7/4
横浜市西区 稲荷台小学校 2022/7/8
横浜市中区 横浜雙葉小学校 2022/7/4
横浜市保土ケ谷区 セント・メリー幼稚園 2022/7/4
横浜市港北区 大豆戸小学校 2022/7/8
横浜市栄区 千秀小学校 2022/7/6
横浜市青葉区 つつじが丘小学校 2022/7/8
川崎市川崎区 大師小学校 2022/7/7
川崎市中原区 井田小学校 2022/7/4
川崎市中原区 今井小学校 2022/7/7
川崎市高津区 新作小学校 2022/7/5
川崎市多摩区 菅小学校 2022/7/8
川崎市多摩区 東生田小学校 2022/7/8
川崎市宮前区 西有馬小学校 2022/7/7
相模原市南区 大野小学校 2022/7/8
平塚市 松延小学校 2022/7/4
鎌倉市 腰越小学校 2022/7/5
藤沢市 長後小学校 2022/7/8
藤沢市 新林小学校 2022/7/7
小田原市 白山中学校 2022/7/7
茅ケ崎市 梅田小学校 2022/7/4
秦野市 本町小学校 2022/7/5
大和市 西鶴間小学校 2022/7/8
座間市 中原小学校 2022/7/8
南足柄市 岡本小学校 2022/7/5

新潟県 新潟市東区 山の下小学校 2022/7/4
新潟市江南区 亀田平和の園保育園 2022/7/7
長岡市 双葉保育園 2022/7/6
三島郡出雲崎町 出雲崎小学校 2022/7/4

富山県 富山市 新保小学校 2022/7/4
高岡市 戸出東部小学校 2022/7/5

石川県 金沢市 大徳小学校 2022/7/5
福井県 福井市 酒生小学校 2022/7/6
山梨県 南都留郡富士河口湖町 小立小学校 2022/7/6
長野県 長野市 西部中学校 2022/7/8

茅野市 永明小学校 2022/7/6
岐阜県 羽島市 正木小学校 2022/7/7
静岡県

静岡市駿河区 中島小学校 2022/7/7
浜松市中区 富塚小学校 2022/7/7
浜松市中区 葵が丘小学校 2022/7/7
浜松市北区 中川幼稚園 2022/7/7
熱海市 多賀小学校 2022/7/6
富士宮市 上野小学校 2022/7/4
伊東市 東小学校 2022/7/8
富士市 鷹岡中学校 2022/7/5

愛知県 名古屋市東区 筒井幼稚園 2022/7/4
名古屋市昭和区 みちる幼稚園 2022/7/8
名古屋市瑞穂区 穂波小学校 2022/7/4
豊橋市 新川小学校 2022/7/7
豊橋市 谷川小学校 2022/7/7
岡崎市 たつみ幼稚園 2022/7/5

静岡市葵区
幼保連携型認定こども園常葉大学附属
たちばな幼稚園

2022/7/6
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愛知県 瀬戸市 マリア幼稚園 2022/7/7
豊川市 ひかり保育園 2022/7/6
豊川市 一宮東部小学校 2022/7/7
津島市 東小学校 2022/7/8
安城市 三河安城小学校 2022/7/8
新城市 黄柳川小学校 2022/7/4
大府市 大府大和幼稚園 2022/7/5
大府市 共長小学校 2022/7/8
知多郡東浦町 緒川小学校 2022/7/7
知多郡美浜町 布土保育所 2022/7/4

三重県 四日市市 県立特別支援学校北勢きらら学園 2022/7/8
松阪市 徳和小学校 2022/7/7
桑名市 在良小学校 2022/7/8
南牟婁郡紀宝町 うどの幼稚園 2022/7/4

滋賀県 大津市 瀬田南幼稚園 2022/7/4
大津市 長等幼稚園 2022/7/7
湖南市 三雲幼稚園 2022/7/8

京都府 京都市左京区 下鴨中学校 2022/7/5
京都市南区 九条弘道小学校 2022/7/8
京都市伏見区 京都聖母学院小学校 2022/7/8
京都市伏見区 京都教育大学附属桃山小学校 2022/7/8
宮津市 宮津暁星幼稚園 2022/7/6

大阪府 大阪市西区 明治小学校 2022/7/4
大阪市天王寺区 大江小学校 2022/7/8
大阪市住吉区 清水丘小学校 2022/7/5
大阪市住之江区 粉浜小学校 2022/7/7
堺市堺区 安井小学校 2022/7/5
守口市 錦小学校 2022/7/5
枚方市 香陽小学校 2022/7/8
枚方市 西長尾小学校 2022/7/5
寝屋川市 香里幼稚園 2022/7/8
藤井寺市 大阪府立藤井寺支援学校 2022/7/5

兵庫県 神戸市灘区 六甲小学校 2022/7/4
神戸市長田区 阪神自動車航空鉄道専門学校 2022/7/5
神戸市垂水区 愛徳幼稚園 2022/7/4
神戸市垂水区 神陵台愛徳幼稚園 2022/7/8
神戸市西区 神戸ＹＭＣＡ高等学院 2022/7/4
姫路市 広畑第二小学校 2022/7/5
姫路市 広峰小学校 2022/7/8
尼崎市 園和小学校 2022/7/4
明石市 第２なすみ保育所 2022/7/6
加古川市 志方西小学校 2022/7/8
加古川市 中部中学校 2022/7/5
川西市 緑台小学校 2022/7/6
小野市 下東条西保育所 2022/7/5
三田市 ゆりのき台中学校 2022/7/4
揖保郡太子町 石海幼稚園 2022/7/6

奈良県 奈良市 奈良女子大学附属小学校 2022/7/8
奈良市 奈良学園登美ヶ丘 2022/7/5
大和高田市 浮孔西小学校 2022/7/5
大和郡山市 筒井小学校 2022/7/5
天理市 天理高等学校第二部 2022/7/6
橿原市 畝傍南小学校 2022/7/8
橿原市 真菅小学校 2022/7/7
生駒市 桜ケ丘小学校 2022/7/7
北葛城郡王寺町 王寺町立王寺北義務教育学校 2022/7/7

島根県 邑智郡川本町 川本小学校 2022/7/4
岡山県 岡山市北区 岡山に夜間中学校をつくる会 2022/7/8

岡山市中区 財田幼稚園 2022/7/5
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岡山県 岡山市中区 県立岡山聾学校チャレンジベルの会 2022/7/6
倉敷市 竹中幼稚園 2022/7/4
倉敷市 富田幼稚園 2022/7/6
総社市 総社小学校 2022/7/5
加賀郡吉備中央町 吉備高原小学校 2022/7/8

広島県 広島市中区 幟町小学校 2022/7/5
広島市安芸区 瀬野小学校 2022/7/5
呉市 昭和北小学校 2022/7/5
尾道市 土堂小学校 2022/7/5
福山市 福山暁の星幼稚園 2022/7/5
福山市 誠信幼稚園 2022/7/8
福山市 「ゼノ」こばと園 2022/7/4
東広島市 中黒瀬小学校 2022/7/7
廿日市市 広島西こども発達支援センターくれよん 2022/7/6

山口県 美祢市 大嶺小学校 2022/7/6
周南市 岐山小学校 2022/7/6

香川県 高松市 屋島西小学校 2022/7/5
愛媛県 松山市 余土小学校 2022/7/6
高知県 高知市 一宮幼稚園 2022/7/7

土佐市 蓮池小学校 2022/7/4
四万十市 具同小学校 2022/7/6

福岡県 北九州市小倉南区 曽根小学校 2022/7/5
福岡市南区 やまびこ保育園 2022/7/5
福岡市早良区 高取小学校 2022/7/6
豊前市 豊前幼稚園 2022/7/6
大野城市 平野小学校 2022/7/4
太宰府市 太宰府南小学校 2022/7/6
糸島市 可也幼稚園 2022/7/6

長崎県 長崎市 南陽小学校 2022/7/4
西彼杵郡時津町 時津北小学校 2022/7/7

熊本県 熊本市中央区 壷川小学校 2022/7/4
八代市 太陽保育園 2022/7/6

大分県 大分市 宗方小学校 2022/7/6
宮崎県 宮崎市 那珂小学校 2022/7/5

宮崎市 宮崎県立みなみのかぜ支援学校 2022/7/6
延岡市 北浦小学校 2022/7/5
延岡市 緑ケ丘小学校 2022/7/6
西臼杵郡五ケ瀬町 五ヶ瀬中等教育学校 2022/7/6

鹿児島県 鹿児島市 田上幼稚園 2022/7/5
鹿児島市 山下小学校 2022/7/7

沖縄県 那覇市 城岳小学校 2022/7/6

ありがとうございました！
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