
　　　　　　　ベルマーク2022年８月第２週（８/８～８/14）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 茨戸小学校 2022/8/8
釧路市 釧路ひばり幼稚園 2022/8/8
江別市 中央小学校 2022/8/8
夕張郡長沼町 長沼小学校 2022/8/8
枝幸郡枝幸町 歌登中学校 2022/8/10
白老郡白老町 白老小鳩保育園 2022/8/9

青森県 弘前市 三省小学校 2022/8/9
むつ市 大平小学校 2022/8/9
つがる市 森田養護学校 2022/8/8
上北郡おいらせ町 百石幼稚園 2022/8/9

岩手県 盛岡市 高松小学校 2022/8/9
紫波郡矢巾町 煙山小学校 2022/8/9

宮城県 仙台市青葉区 錦ヶ丘小学校 2022/8/9
仙台市若林区 荒町小学校 2022/8/9
仙台市若林区 若林小学校 2022/8/12
名取市 寿なとり学園　なとり第二幼稚園 2022/8/12
東松島市 矢本第二中学校 2022/8/8
大崎市 古川第一小学校 2022/8/12
大崎市 古川中学校 2022/8/8
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/8/10

秋田県 大仙市 秋田県立大曲支援学校 2022/8/8
北秋田市 前田小学校 2022/8/9
山本郡藤里町 藤里小学校 2022/8/9

山形県 米沢市 松川小学校 2022/8/9
福島県 福島市 笹谷小学校 2022/8/8
茨城県 潮来市 日の出こども園 2022/8/8

那珂市 横堀小学校 2022/8/9
筑西市 嘉田生崎小学校 2022/8/8
北相馬郡利根町 布川小学校 2022/8/9

栃木県 宇都宮市 雀宮南小学校 2022/8/9
宇都宮市 戸祭小学校 2022/8/12
鹿沼市 さつきが丘小学校 2022/8/10
那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 2022/8/9

群馬県 太田市 駒形小学校 2022/8/12
渋川市 渋川幼稚園 2022/8/8

埼玉県 本庄市 本庄西小学校 2022/8/9
本庄市 旭小学校 2022/8/12
春日部市 江戸川学園　庄和こばと幼稚園 2022/8/12
新座市 八石小学校 2022/8/9
富士見市 針ケ谷小学校 2022/8/10
入間郡越生町 越生小学校 2022/8/8

千葉県 千葉市中央区 星久喜小学校 2022/8/12
野田市 関宿南部幼稚園 2022/8/10
習志野市 袖ケ浦東小学校 2022/8/9
我孫子市 高野山小学校 2022/8/8
富里市 富里小学校 2022/8/9

東京都 品川区 台場小学校 2022/8/9
大田区 糀谷小学校 2022/8/10
渋谷区 松村幼稚園 2022/8/10
中野区 南中野中学校 2022/8/9
練馬区 中村小学校 2022/8/9
小平市 たかのだい幼稚園 2022/8/8
国立市 国立第三中学校 2022/8/9
多摩市 多摩中学校 2022/8/8
西東京市 保谷中学校 2022/8/9

神奈川県 横浜市鶴見区 上寺尾小学校 2022/8/9
川崎市中原区 平間小学校 2022/8/12
川崎市麻生区 柿生小学校 2022/8/10
相模原市南区 夢の丘小学校 2022/8/8

1



　　　　　　　ベルマーク2022年８月第２週（８/８～８/14）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

神奈川県 横須賀市 太田和こども園 2022/8/9
横須賀市 浦賀小学校 2022/8/9
小田原市 酒匂小学校 2022/8/9
小田原市 国府津小学校 2022/8/8
三浦市 剣崎小学校 2022/8/9
愛甲郡愛川町 愛川東中学校 2022/8/12

新潟県 村上市 村上中等教育学校 2022/8/9

東蒲原郡阿賀町 三川中学校 2022/8/8
富山県 富山市 新庄北小学校 2022/8/9

富山市 福沢小学校 2022/8/12
富山市 南部中学校 2022/8/9

石川県 七尾市 小丸山小学校 2022/8/10
白山市 松陽小学校 2022/8/10

福井県 敦賀市 気比中学校 2022/8/9
越前市 万葉中学校 2022/8/10

長野県 松本市 筑摩小学校 2022/8/9
上田市 認定ＮＰＯ法人侍学園スクオーラ・今人 2022/8/9
諏訪市 諏訪西中学校 2022/8/8
須坂市 日野小学校 2022/8/10
駒ケ根市 赤穂小学校 2022/8/9
塩尻市 塩尻中学校 2022/8/9
千曲市 東小学校 2022/8/8
上伊那郡箕輪町 箕輪中部小学校 2022/8/9

岐阜県 瑞浪市 瑞浪幼児園 2022/8/12
揖斐郡池田町 八幡小学校 2022/8/10
本巣郡北方町 北方幼稚園 2022/8/9

静岡県 静岡市清水区 清水白百合幼稚園 2022/8/8
浜松市南区 東陽中学校 2022/8/8
富士市 ふじあざみ 2022/8/8
掛川市 東中学校 2022/8/10
周智郡森町 森中学校 2022/8/12

愛知県 名古屋市守山区 社会福祉法人１９８０ 2022/8/9
豊橋市 野依小学校 2022/8/9
豊橋市 藤ノ花女子高等学校 2022/8/9
豊橋市 豊橋南高等学校 2022/8/9
岡崎市 三島小学校 2022/8/8
刈谷市 富士松北小学校 2022/8/9
豊田市 浄水松元幼稚園 2022/8/10
江南市 北部中学校 2022/8/8
稲沢市 稲沢東小学校 2022/8/9
高浜市 吉浜小学校 2022/8/8
清須市 清洲中学校 2022/8/12
あま市 正則小学校 2022/8/12

三重県 多気郡大台町 昴学園高等学校 2022/8/10
京都府 京都市伏見区 下鳥羽小学校 2022/8/9

京都市伏見区 明親小学校 2022/8/10
木津川市 梅美台小学校 2022/8/9

大阪府 大阪市中央区 城星学園幼稚園 2022/8/10
吹田市 古江台中学校 2022/8/9
八尾市 南山本小学校 2022/8/9
和泉市 双百合幼稚園 2022/8/9
箕面市 瀬川保育園 2022/8/12

兵庫県 神戸市東灘区 岡本信愛幼稚園 2022/8/9
神戸市灘区 灘小学校 2022/8/10
神戸市須磨区 妙法寺幼稚園 2022/8/12
神戸市須磨区 東須磨小学校 2022/8/10
明石市 大観幼稚園 2022/8/8

エービーシー学園エービーシー幼稚園 2022/8/12五泉市
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兵庫県 明石市 谷八木小学校 2022/8/9
三田市 けやき台小学校 2022/8/12
加東市 兵庫教育大学附属小学校 2022/8/8

奈良県 橿原市 大成中学校 2022/8/9
和歌山県 田辺市 会津小学校 2022/8/9
島根県 出雲市 荘原コミュニティセンター 2022/8/8

安来市 赤屋小学校 2022/8/10
岡山県 真庭市 川東小学校 2022/8/9
広島県 広島市東区 広島朝鮮初中高級学校 2022/8/9

広島市安芸区 中野小学校 2022/8/9
呉市 坪内小学校 2022/8/10
東広島市 吉川小学校 2022/8/10

山口県 萩市 三見小中学校 2022/8/9
徳島県 徳島市 徳島大学あゆみの森保育園 2022/8/9

板野郡板野町 板野南小学校 2022/8/9
香川県 高松市 多肥幼稚園 2022/8/10

高松市 花園小学校 2022/8/8
愛媛県 今治市 愛媛県立今治特別支援学校 2022/8/9
高知県 四万十市 東山小学校 2022/8/9
福岡県 北九州市小倉北区 小倉カトリック幼稚園 2022/8/8

古賀市 花見小学校 2022/8/12
長崎県 長崎市 小榊小学校 2022/8/9

長崎市 長浦小学校 2022/8/9
長崎市 長崎東中学校 2022/8/9
佐世保市 木風小学校 2022/8/9
松浦市 調川小学校 2022/8/9
壱岐市 石田小学校 2022/8/9
東彼杵郡川棚町 石木小学校 2022/8/10

熊本県 山鹿市 八幡小学校 2022/8/8
菊池市 認定こども園双羽幼稚園 2022/8/9

大分県 大分市 神崎小中学校 2022/8/12
宇佐市 四日市南小学校 2022/8/8

鹿児島県 鹿児島市 本名小学校 2022/8/8
鹿児島市 向陽小学校 2022/8/9
奄美市 朝日小学校 2022/8/9
出水郡長島町 蔵之元小学校 2022/8/9

沖縄県 浦添市 仲西小学校 2022/8/9

ありがとうございました！
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