
　　　　　　　ベルマーク2022年８月第３週（８/15～８/21）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 旭川市 旭川あゆみ幼稚園 2022/8/16
旭川市 旭川東光幼稚園 2022/8/19

岩手県 宮古市 磯鶏小学校 2022/8/18
北上市 飯豊小学校 2022/8/15

宮城県 仙台市宮城野区 はなぶさ幼稚園 2022/8/16
気仙沼市 松岩小学校 2022/8/16
東松島市 矢本西小学校 2022/8/19

秋田県 大館市 大館ホテヤこども園 2022/8/15
福島県 喜多方市 喜多方市塩川公民館 2022/8/19
茨城県 つくば市 高山中学校 2022/8/15

潮来市 潮来小学校 2022/8/15
栃木県 宇都宮市 姿川第一小学校 2022/8/15
群馬県 前橋市 前橋市中央公民館 2022/8/18

高崎市 佐野小学校 2022/8/15
高崎市 佐野小学校 2022/8/15
渋川市 恵の園 2022/8/18
富岡市 丹生保育園 2022/8/15

埼玉県 飯能市 精明小学校 2022/8/17
鴻巣市 吹上北中学校 2022/8/16

東京都 北区 王子第五小学校 2022/8/16
北区 星美ホーム 2022/8/16
八王子市 いずみの森義務教育学校 2022/8/18
三鷹市 三鷹市立第三小学校 2022/8/15

神奈川県 藤沢市 駒寄小学校 2022/8/15
小田原市 白鴎中学校 2022/8/16
茅ケ崎市 浜須賀保育園 2022/8/15
三浦市 名向小学校 2022/8/19

新潟県 長岡市 与板こども園 2022/8/15
長岡市 ジュニアスクール　鵬幼稚園 2022/8/19
糸魚川市 青海幼稚園 2022/8/15
上越市 春日小学校 2022/8/19

富山県 富山市 堀川南小学校 2022/8/15
高岡市 きずな子ども発達支援センター 2022/8/15
魚津市 清流小学校 2022/8/15

石川県 小松市 苗代小学校 2022/8/16
長野県 松本市 梓川中学校 2022/8/15

茅野市 永明小学校 2022/8/18
千曲市 屋代中学校 2022/8/15

岐阜県 瑞浪市 中京高等学校 2022/8/18
静岡県 島田市 島田第一中学校 2022/8/15
愛知県 豊橋市 新川小学校 2022/8/15

半田市 半田市神戸公民館 2022/8/18
春日井市 東部中学校 2022/8/15
春日井市 東部中学校 2022/8/15
刈谷市 小高原幼児園 2022/8/16
西尾市 幡豆中学校 2022/8/15
大府市 大府小学校 2022/8/18
日進市 梨の木小学校 2022/8/15

三重県 津市 香良洲浜っ子幼児園 2022/8/15
四日市市 特別支援学校聖母の家学園 2022/8/18
伊勢市 明倫小学校 2022/8/17
度会郡玉城町 田丸小学校 2022/8/16

滋賀県 大津市 瀬田南小学校 2022/8/15
京都府 亀岡市 川東保育所 2022/8/15
大阪府 守口市 大久保中学校 2022/8/15

枚方市 枚方第二小学校 2022/8/15
四條畷市 岡部小学校 2022/8/15
南河内郡太子町 松の木保育園 2022/8/16

兵庫県 神戸市垂水区 愛徳幼稚園 2022/8/16
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兵庫県 尼崎市 清和小学校 2022/8/19
明石市 王子小学校 2022/8/15
豊岡市 五荘小学校 2022/8/15
加古川市 陵南中学校 2022/8/16
三田市 高平幼稚園 2022/8/19
丹波篠山市 丹南中学校 2022/8/15
丹波市 いちじまこども園 2022/8/16
淡路市 北淡認定こども園 2022/8/17

奈良県 宇陀市 榛原北保育園 2022/8/16
和歌山県 和歌山市 第二こじか園 2022/8/15

和歌山市 岡崎小学校 2022/8/16
田辺市 上山路小学校 2022/8/16
新宮市 正明保育園 2022/8/16

島根県 出雲市 大社中学校 2022/8/16
安来市 伯太中学校 2022/8/15

広島県 広島市東区 福木小学校 2022/8/16
広島市安佐南区 緑井小学校 2022/8/15
三次市 三次小学校 2022/8/15
安芸郡海田町 海田東小学校 2022/8/17

山口県 岩国市 岩国小学校 2022/8/15
香川県 さぬき市 さぬき南幼稚園 2022/8/18
佐賀県 佐賀市 新栄幼稚園・栄保育園 2022/8/17

三養基郡基山町 東明館中学校・高等学校 2022/8/16
長崎県 長崎市 福田小学校 2022/8/15
熊本県 阿蘇郡小国町 小国小学校 2022/8/15
大分県 豊後大野市 犬飼小学校 2022/8/15
宮崎県 延岡市 東海東小学校 2022/8/15
鹿児島県 鹿児島市 甲南中学校 2022/8/16

伊佐市 大口明光学園 2022/8/15
沖縄県 宜野湾市 普天間小学校 2022/8/19

ありがとうございました！
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