
　　　　　　　ベルマーク2022年７月第５週（７/25～７/31）受付分
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北海道 札幌市中央区 円山小学校 2022/7/27
札幌市北区 新川中央小学校 2022/7/26
札幌市東区 栄町小学校 2022/7/26
札幌市東区 北小学校 2022/7/25
札幌市東区 栄小学校 2022/7/29
札幌市豊平区 東園小学校 2022/7/26
札幌市厚別区 信濃小学校 2022/7/29
苫小牧市 沼ノ端小学校 2022/7/25
松前郡福島町 福島小学校 2022/7/28

青森県 弘前市 ひかりこども園 2022/7/26
弘前市 大成小学校 2022/7/27
八戸市 八戸幼稚園 2022/7/26
南津軽郡大鰐町 大鰐小学校 2022/7/25

岩手県 盛岡市 城南小学校 2022/7/26
北上市 岩手県立花巻清風支援学校北上分教室 2022/7/29
奥州市 水沢小学校 2022/7/26

宮城県 仙台市青葉区 片平丁小学校 2022/7/26
仙台市太白区 秋保小学校 2022/7/25
仙台市太白区 長町南小学校 2022/7/27
大崎市 古川第二小学校 2022/7/25

福島県 福島市 大森小学校 2022/7/25
福島市 福島西高等学校 2022/7/28
東白川郡鮫川村 鮫川中学校 2022/7/26

茨城県 水戸市 酒門小学校 2022/7/25
水戸市 寿小学校 2022/7/25
日立市 水木小学校 2022/7/28
土浦市 もみじ第二こども園 2022/7/25
石岡市 小桜小学校 2022/7/27
常総市 岡田小学校 2022/7/29
ひたちなか市 市毛小学校 2022/7/25
鹿嶋市 鹿島小学校 2022/7/28

栃木県 宇都宮市 岡本北小学校 2022/7/29
佐野市 界小学校 2022/7/27
那須塩原市 豊浦小学校 2022/7/26
下野市 わかくさ保育園 2022/7/25

群馬県 前橋市 前橋市立第五中学校 2022/7/26
桐生市 西小学校 2022/7/25
伊勢崎市 あずま北小学校 2022/7/25
渋川市 渋川北小学校 2022/7/28

埼玉県 さいたま市桜区 土合小学校 2022/7/26
さいたま市浦和区 本太幼稚園 2022/7/27
さいたま市南区 沼影小学校 2022/7/25
さいたま市緑区 道祖土小学校 2022/7/28
川越市 霞ケ関西小学校 2022/7/25
川越市 大東東小学校 2022/7/26
川口市 きぞろ幼稚園 2022/7/25
川口市 仲町小学校 2022/7/26
行田市 まつたけ幼稚園 2022/7/25
所沢市 所沢市立松井まちづくりセンター 2022/7/26
飯能市 加治小学校 2022/7/25
加須市 三俣小学校 2022/7/25
東松山市 松山第二小学校 2022/7/25
春日部市 武里南小学校 2022/7/26
上尾市 大石南小学校 2022/7/28
越谷市 弥栄小学校 2022/7/25
戸田市 美女木小学校 2022/7/26
朝霞市 朝霞第四小学校 2022/7/25
久喜市 太田小学校 2022/7/25
三郷市 早稲田小学校 2022/7/26
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埼玉県

日高市 高根小学校 2022/7/26
入間郡越生町 越生小学校 2022/7/26
比企郡川島町 伊草小学校 2022/7/29
秩父郡横瀬町 横瀬小学校 2022/7/29

千葉県 千葉市花見川区 千葉朝鮮初中級学校 2022/7/28
千葉市美浜区 高浜中学校 2022/7/28
船橋市 二和小学校 2022/7/26
館山市 那古小学校 2022/7/26
茂原市 鶴枝小学校 2022/7/26
佐倉市 南志津小学校 2022/7/25
東金市 ときがね幼稚園 2022/7/25
市原市 清水谷小学校 2022/7/26
流山市 西初石小学校 2022/7/25
鴨川市 天津小湊幼稚園小学校 2022/7/26
南房総市 富浦学園 2022/7/28
大網白里市 増穂幼稚園 2022/7/25
大網白里市 大網小学校 2022/7/25
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2022/7/25

東京都 港区 慶応義塾女子高等学校 2022/7/25
江東区 つばめ幼稚園 2022/7/26
品川区 鈴ケ森小学校 2022/7/25
世田谷区 経堂小学校 2022/7/28
世田谷区 駒沢小学校 2022/7/26
世田谷区 梅丘中学校 2022/7/27
豊島区 西巣鴨小学校 2022/7/25
北区 田端小学校 2022/7/25
北区 堀船小学校 2022/7/25
荒川区 第三瑞光小学校 2022/7/26
板橋区 成増小学校 2022/7/25
練馬区 寿福寺幼稚園 2022/7/28
練馬区 東京学芸大学附属大泉小学校 2022/7/26
練馬区 石神井台小学校 2022/7/25
練馬区 開進第二小学校 2022/7/26
江戸川区 篠崎第二小学校 2022/7/26
江戸川区 下鎌田西小学校 2022/7/27
八王子市 長房小学校 2022/7/26
八王子市 由木東小学校 2022/7/27
八王子市 館小学校 2022/7/26
八王子市 小宮小学校 2022/7/25
町田市 七国山小学校 2022/7/26
清瀬市 東星学園幼稚園 2022/7/29
あきる野市 草花小学校 2022/7/26
あきる野市 草花小学校 2022/7/29

神奈川県 横浜市鶴見区 生麦小学校 2022/7/29
横浜市鶴見区 生麦小学校 2022/7/29
横浜市鶴見区 市場小学校 2022/7/25
横浜市神奈川区 二谷小学校 2022/7/26
横浜市神奈川区 大口台小学校 2022/7/25
横浜市南区 南太田小学校 2022/7/25
横浜市磯子区 洋光台第四小学校 2022/7/26
横浜市金沢区 瀬ケ崎小学校 2022/7/26
横浜市旭区 和田学園柏幼稚園 2022/7/25
横浜市瀬谷区 二つ橋小学校 2022/7/28
横浜市瀬谷区 上瀬谷小学校 2022/7/26
横浜市栄区 庄戸小学校 2022/7/26
横浜市青葉区 嶮山小学校 2022/7/27
川崎市幸区 日吉小学校 2022/7/26

蓮田市
東埼玉病院筋ジストロフィー症患者保
護者会

2022/7/29
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神奈川県 川崎市幸区 下平間小学校 2022/7/28
川崎市幸区 夢見ケ崎小学校 2022/7/28
川崎市高津区 末長小学校 2022/7/26
川崎市高津区 橘小学校 2022/7/26
相模原市南区 東林小学校 2022/7/25
横須賀市 鴨居小学校 2022/7/26
藤沢市 大鋸小学校 2022/7/25
小田原市 矢作幼稚園 2022/7/26
小田原市 神奈川県立小田原養護学校 2022/7/28
大和市 聖セシリア女子中学・高等学校 2022/7/27
綾瀬市 綾南小学校 2022/7/26
足柄下郡湯河原町 福浦幼稚園 2022/7/26

新潟県 上越市 大手町小学校 2022/7/29
上越市 春日小学校 2022/7/28

富山県 富山市 西田地方保育園 2022/7/25
富山市 芝園小学校 2022/7/26
富山市 新庄小学校 2022/7/29
富山市 熊野小学校 2022/7/29

石川県 金沢市 泉小学校 2022/7/29
金沢市 浅野川小学校 2022/7/27
金沢市 金沢商業高等学校 2022/7/27
珠洲市 大谷小中学校 2022/7/27
河北郡内灘町 向粟崎小学校 2022/7/25

福井県 福井市 宝永小学校 2022/7/25
福井市 六条小学校 2022/7/27
三方上中郡若狭町 気山小学校 2022/7/28

山梨県 中巨摩郡昭和町 げんき夢こども園 2022/7/27
長野県 長野市 南長野幼稚園 2022/7/26

長野市 若槻小学校 2022/7/25
諏訪市 四賀小学校 2022/7/29
千曲市 さゆり幼稚園 2022/7/26

岐阜県 岐阜市 ほんごう幼稚園 2022/7/25
岐阜市 白山小学校 2022/7/27
岐阜市 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校 2022/7/29
美濃加茂市 可茂特別支援学校 2022/7/26
各務原市 合歓の木幼稚園 2022/7/26
各務原市 うぬま第一幼稚園 2022/7/29
各務原市 那加中学校 2022/7/27
郡上市 大中保育園 2022/7/29
郡上市 北濃小学校 2022/7/25
郡上市 八幡西中学校 2022/7/26

静岡県 静岡市駿河区 長田北小学校 2022/7/25
浜松市西区 オイスカ浜松国際高等学校 2022/7/29
焼津市 豊田小学校 2022/7/26
伊豆市 駿豆学園 2022/7/26

愛知県 名古屋市東区 金城学院高等学校 2022/7/27
名古屋市中村区 中村保育園 2022/7/27
豊橋市 細谷小学校 2022/7/29
岡崎市 甲山中学校 2022/7/28
豊川市 国府小学校 2022/7/28
豊川市 愛知県立豊川特別支援学校 2022/7/29
刈谷市 富士松東小学校 2022/7/26
豊田市 五ケ丘東小学校 2022/7/27
江南市 古知野東小学校 2022/7/26
稲沢市 大里東中学校 2022/7/29
大府市 神田小学校 2022/7/26
みよし市 三好文化幼稚園 2022/7/26

三重県 伊勢市 五十鈴中学校 2022/7/26
松阪市 松江小学校 2022/7/26
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三重県 桑名市 大山田北小学校 2022/7/25
鈴鹿市 国府幼稚園 2022/7/29
尾鷲市 矢浜小学校 2022/7/26

滋賀県 長浜市 虎姫学園 2022/7/29
長浜市 速水小学校 2022/7/29
草津市 第二博愛保育園 2022/7/27
草津市 志津小学校 2022/7/26
高島市 湖西中学校 2022/7/28

京都府 京都市上京区 新町小学校 2022/7/25
京都市中京区 朱雀第二小学校 2022/7/26
京都市右京区 葛野小学校 2022/7/27
京都市山科区 おおやけこども園 2022/7/26
京都市西京区 樫原小学校 2022/7/26
長岡京市 むらさき幼稚園 2022/7/26
久世郡久御山町 佐山小学校 2022/7/29

大阪府 大阪市阿倍野区 長池小学校 2022/7/26
岸和田市 八木小学校 2022/7/25
豊中市 箕面自由学園幼稚園 2022/7/26
豊中市 大池小学校 2022/7/25
池田市 北豊島小学校 2022/7/27
吹田市 吹田第三幼稚園 2022/7/25
吹田市 南千里中学校 2022/7/29
高槻市 上牧小学校 2022/7/26
大東市 四條畷学園小学校 2022/7/27
和泉市 光明台北小学校 2022/7/25
泉北郡忠岡町 東忠岡小学校 2022/7/28
泉南郡熊取町 熊取町立東小学校 2022/7/25

兵庫県 神戸市東灘区 本山第二小学校 2022/7/26
神戸市灘区 美野丘小学校 2022/7/26
神戸市灘区 高羽小学校 2022/7/26
神戸市長田区 御蔵小学校 2022/7/26
神戸市長田区 長田中学校 2022/7/28
神戸市北区 北神戸中学校 2022/7/26
姫路市 安室東幼稚園 2022/7/26
姫路市 津田小学校 2022/7/29
姫路市 姫路西高等学校 2022/7/27
尼崎市 武庫東小学校 2022/7/25
尼崎市 小園小学校 2022/7/26
尼崎市 塚口中学校 2022/7/27
尼崎市 小園中学校 2022/7/29
明石市 花園幼稚園 2022/7/25
明石市 錦浦小学校 2022/7/26
西宮市 瓦林小学校 2022/7/25
西宮市 浜脇中学校 2022/7/25
加古川市 若宮小学校 2022/7/26
赤穂市 赤穂中学校 2022/7/26
西脇市 西脇さくら保育園 2022/7/27
たつの市 新宮小学校 2022/7/28
川辺郡猪名川町 白金小学校 2022/7/26

奈良県 橿原市 耳成小学校 2022/7/25
橿原市 白橿中学校 2022/7/26
葛城市 當麻小学校 2022/7/29
宇陀市 榛原東小学校 2022/7/26
宇陀郡曽爾村 曽爾小中学校 2022/7/27

和歌山県 和歌山市 西和佐幼稚園 2022/7/27
田辺市 田辺第二小学校 2022/7/27
紀の川市 田中小学校 2022/7/29
岩出市 山崎小学校 2022/7/27
有田郡広川町 南広小学校 2022/7/28
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和歌山県 西牟婁郡白浜町 白浜保育園 2022/7/27
島根県 益田市 鎌手公民館 2022/7/27
岡山県 倉敷市 乙島小学校 2022/7/27

井原市 芳井幼・小学校 2022/7/26
広島県 広島市中区 江波小学校 2022/7/27

広島市南区 洋光幼稚園 2022/7/25
広島市安佐南区 ほうりんこころ幼稚園 2022/7/27
呉市 港町小学校 2022/7/25
三原市 中之町小学校 2022/7/27
尾道市 向島中央小学校 2022/7/27
福山市 想青学園 2022/7/26
東広島市 郷田小学校 2022/7/29

山口県 下関市 生野小学校 2022/7/26
下関市 熊野小学校 2022/7/26
防府市 勝間小学校 2022/7/25
下松市 花岡小学校 2022/7/25
柳井市 柳井小学校 2022/7/26
周南市 遠石小学校 2022/7/26
玖珂郡和木町 和木小学校 2022/7/27

香川県 高松市 木太小学校 2022/7/26
高松市 庵治小学校 2022/7/26
木田郡三木町 白山小学校 2022/7/27
木田郡三木町 氷上小学校 2022/7/27
綾歌郡綾川町 昭和小学校 2022/7/29

愛媛県 松山市 認定こども園　北条幼稚園 2022/7/25
松山市 椿小学校 2022/7/27
四国中央市 天満公民館 2022/7/25

高知県 高岡郡佐川町 佐川小学校 2022/7/26
福岡県 福岡市東区 名島小学校 2022/7/26

福岡市東区 筥松小学校 2022/7/26
福岡市博多区 福岡リズム保育園 2022/7/27
福岡市早良区 百道小学校 2022/7/28
福岡市早良区 飯倉中央小学校 2022/7/27
久留米市 久留米純心幼稚園 2022/7/26
飯塚市 庄内小学校 2022/7/29
春日市 大谷小学校 2022/7/26
宗像市 赤間小学校 2022/7/29
うきは市 吉井小学校 2022/7/27
嘉麻市 稲築東小学校 2022/7/26
朝倉市 立石小学校 2022/7/29

長崎県 長崎市 桜町小学校 2022/7/26
長崎市 横尾小学校 2022/7/27
諫早市 湯江小学校 2022/7/29
平戸市 平戸小学校 2022/7/28
松浦市 星鹿小学校 2022/7/26

熊本県 玉名郡長洲町 長洲小学校 2022/7/29
大分県 大分市 豊府小学校 2022/7/25

佐伯市 切畑小学校 2022/7/27
宮崎県 宮崎市 学園木花台小学校 2022/7/25

日向市 日知屋東小学校 2022/7/27
東臼杵郡門川町 五十鈴小学校 2022/7/28
西臼杵郡高千穂町 岩戸小学校 2022/7/29

鹿児島県 鹿児島市 宮川幼稚園 2022/7/29
鹿児島市 西田小学校 2022/7/26
鹿児島市 八幡小学校 2022/7/25
鹿児島市 武小学校 2022/7/25
鹿児島市 石谷小学校 2022/7/25
鹿児島市 桜丘西小学校 2022/7/27
鹿児島市 桜丘西小学校 2022/7/29
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鹿児島県 鹿屋市 信愛こどもの園 2022/7/29
南さつま市 万世小学校 2022/7/26
姶良市 建昌幼稚園 2022/7/29

沖縄県 那覇市 城東小学校 2022/7/29

ありがとうございました！
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