
　　　　　　　ベルマーク2022年８月第４週（８/22～８/28）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 旭川市 バンビ認定こども園 2022/8/24
留萌市 緑丘小学校 2022/8/23
名寄市 名寄高等学校 2022/8/25
恵庭市 かしわ幼稚園 2022/8/25
河東郡音更町 下音更中学校 2022/8/22

青森県 青森市 荒川小学校 2022/8/26
岩手県 宮古市 山口小学校 2022/8/26

大船渡市 吉浜小学校 2022/8/23
花巻市 総合花巻病院こどものくに保育園 2022/8/26
北上市 黒沢尻東小学校 2022/8/24

宮城県 柴田郡柴田町 東船岡小学校 2022/8/23
秋田県 能代市 二ツ井小学校 2022/8/26

大館市 城南小学校 2022/8/23
由利本荘市 ゆり支援学校 2022/8/26

茨城県 石岡市 恋瀬小学校 2022/8/22
つくば市 吉沼幼稚園・保育園 2022/8/23
つくば市 県立つくば特別支援学校 2022/8/26
つくば市 手代木南小学校 2022/8/22
東茨城郡茨城町 認定こども園まさみ幼稚園 2022/8/23

栃木県 宇都宮市 ゆいの杜小学校 2022/8/26
宇都宮市 石井小学校 2022/8/26
大田原市 紫塚小学校 2022/8/26

群馬県 高崎市 堤ヶ岡幼稚園 2022/8/26
高崎市 矢中保育園 2022/8/25
太田市 太田小放課後児童クラブ 2022/8/23

埼玉県 さいたま市南区 南浦和中学校 2022/8/26
秩父市 南小学校 2022/8/23
所沢市 東京西武学館 2022/8/23
蕨市 さくら保育園 2022/8/26

千葉県 館山市 船形小学校 2022/8/23
習志野市 袖ケ浦西小学校 2022/8/26
流山市 新川小学校 2022/8/22

東京都 新宿区 東京韓国学校 2022/8/22
江東区 明治小学校 2022/8/26
足立区 渕江第一小学校 2022/8/23
八王子市 石川中学校 2022/8/24

神奈川県 相模原市中央区 清水こども園 2022/8/23
小田原市 久野小学校 2022/8/26
茅ケ崎市 中島中学校 2022/8/26
大和市 大和東小学校 2022/8/26

新潟県 新潟市中央区 宮浦中学校 2022/8/23
南魚沼市 むいかまちこども園 2022/8/23

富山県 富山市 双葉保育所 2022/8/23
長野県 長野市 通明小学校 2022/8/23

長野市 篠ノ井西中学校 2022/8/23
塩尻市 広丘小学校 2022/8/25

岐阜県 郡上市 白鳥小学校 2022/8/23
揖斐郡揖斐川町 岐阜県立揖斐特別支援学校 2022/8/23

静岡県 静岡市葵区 あおぞらキンダーガーデン 2022/8/26
静岡市葵区 足久保小学校 2022/8/26
磐田市 緑ケ丘学園 2022/8/24

愛知県 名古屋市港区 港北幼稚園 2022/8/23
豊橋市 石巻小学校 2022/8/24
一宮市 平安幼稚園 2022/8/25
東海市 富木島小学校 2022/8/23
高浜市 翼小学校 2022/8/23
知多郡武豊町 衣浦小学校 2022/8/24

三重県 松阪市 めぐみ学園まつさか幼稚園 2022/8/22
桑名市 大成小学校 2022/8/25
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三重県 多気郡明和町 明和中学校 2022/8/22
滋賀県 野洲市 祇王幼稚園 2022/8/23

高島市 湖西中学校 2022/8/23
京都府 宮津市 宮津暁星幼稚園 2022/8/26

乙訓郡大山崎町 第二大山崎小学校 2022/8/23
大阪府 大阪市住吉区 東粉浜小学校 2022/8/25

大阪市住吉区 大領小学校 2022/8/23
堺市東区 登美丘南小学校 2022/8/25
柏原市 国分小学校 2022/8/23

兵庫県 神戸市東灘区 本庄小学校 2022/8/23
神戸市西区 平野保育園 2022/8/22
姫路市 東小学校 2022/8/26
宝塚市 末広小学校 2022/8/26

奈良県 生駒市 生駒南小学校 2022/8/23
北葛城郡上牧町 上牧中学校 2022/8/23

和歌山県 和歌山市 ナザレ幼稚園 2022/8/22
和歌山市 吹上小学校 2022/8/26
有田郡有田川町 鳥屋城小学校 2022/8/24

鳥取県 米子市 良善幼稚園 2022/8/26
島根県 出雲市 大社小学校 2022/8/24
岡山県 岡山市北区 旭川荘みどり学園 2022/8/23

倉敷市 帯江小学校 2022/8/23
笠岡市 笠岡幼稚園 2022/8/23
高梁市 高梁中央病院さくらんぼ園 2022/8/24
真庭市 川上こども園 2022/8/26

広島県 広島市中区 吉島東小学校 2022/8/23
尾道市 栗原北小学校 2022/8/22

山口県 宇部市 西宇部小百合幼稚園 2022/8/23
防府市 小野小学校 2022/8/23
柳井市 柳井市阿月公民館 2022/8/23

徳島県 阿南市 富岡小学校 2022/8/23
香川県 坂出市 松山こども園 2022/8/24
愛媛県 新居浜市 泉川小学校 2022/8/26

伊予市 郡中小学校 2022/8/25
福岡県 糸島市 引津小学校 2022/8/23

築上郡築上町 築城小学校 2022/8/26
佐賀県 多久市 東原庠舎中央校 2022/8/23
長崎県 諫早市 喜々津東小学校 2022/8/22

諫早市 長田小学校 2022/8/23
壱岐市 柳田保育所 2022/8/23

熊本県 宇城市 三角小学校 2022/8/23
大分県 大分市 日岡小学校 2022/8/26

大分市 三佐小学校 2022/8/24
別府市 亀川小学校 2022/8/23
臼杵市 下南小学校 2022/8/23
豊後高田市 呉崎小学校 2022/8/25

鹿児島県 鹿児島市 喜入中学校 2022/8/24

ありがとうございました！

2


