
　　　　　　　ベルマーク2022年10月第３週（10/10～10/16）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 屯田西小学校 2022/10/12
江別市 江別第二小学校 2022/10/12
名寄市 名寄東中学校 2022/10/11
檜山郡江差町 南が丘小学校 2022/10/12
河東郡音更町 西中音更小学校 2022/10/11

青森県 弘前市 文化幼稚園 2022/10/12
弘前市 弘前市立西小学校 2022/10/12
八戸市 江陽小学校 2022/10/12
八戸市 長者小学校 2022/10/12

岩手県 遠野市 遠野北小学校 2022/10/12
宮城県 仙台市若林区 沖野東小学校 2022/10/12

仙台市太白区 東北朝鮮初中高級学校 2022/10/12
名取市 相互台小学校 2022/10/11
本吉郡南三陸町 伊里前小学校 2022/10/11
本吉郡南三陸町 伊里前小学校 2022/10/13

秋田県 鹿角郡小坂町 小坂小学校 2022/10/12
南秋田郡五城目町 チャイルドステーション　ゆうゆう 2022/10/11

福島県 福島市 湯野小学校 2022/10/12
相馬市 桜丘小学校 2022/10/11
河沼郡湯川村 勝常小学校 2022/10/12

茨城県 稲敷郡阿見町 阿見認定こども園 2022/10/11
栃木県 那須塩原市 豊浦小学校 2022/10/12

那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 2022/10/11
下野市 祇園小学校 2022/10/11
塩谷郡高根沢町 阿久津小学校 2022/10/14

群馬県 高崎市 塚沢小学校 2022/10/12
高崎市 長野小学校 2022/10/12
太田市 ぐんま国際アカデミー 2022/10/12

埼玉県 さいたま市桜区 栄和小学校 2022/10/14
行田市 まつたけ幼稚園 2022/10/14
行田市 西小学校 2022/10/11
所沢市 荒幡小学校 2022/10/14
東松山市 松山中学校 2022/10/12
新座市 第四小学校 2022/10/14
久喜市 本町小学校 2022/10/12
蓮田市 蓮田南小学校 2022/10/12

千葉県 千葉市花見川区 検見川小学校 2022/10/11
千葉市花見川区 こてはし台小学校 2022/10/12
市川市 平田小学校 2022/10/11
船橋市 船橋ひかり幼稚園 2022/10/14
船橋市 小栗原小学校 2022/10/14
船橋市 海神南小学校 2022/10/13
船橋市 芝山東小学校 2022/10/13
松戸市 八ケ崎小学校 2022/10/12
野田市 みずき小学校 2022/10/12
柏市 柏第六小学校 2022/10/12
勝浦市 勝浦こども園 2022/10/11
八千代市 大和田西小学校 2022/10/12
富津市 青堀小学校 2022/10/11
四街道市 四街道市立旭小学校 2022/10/14

東京都 江東区 南陽幼稚園 2022/10/13
品川区 日本音楽学校幼稚園 2022/10/14
品川区 伊藤小学校 2022/10/12
目黒区 緑ケ丘小学校 2022/10/12
大田区 清水窪小学校 2022/10/12
世田谷区 東京都市大学付属小学校 2022/10/12
練馬区 向山小学校 2022/10/13
足立区 足立小学校 2022/10/13
八王子市 第二小学校 2022/10/12
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東京都 八王子市 横川小学校 2022/10/12
八王子市 浅川小学校 2022/10/11
町田市 本町田小学校 2022/10/14
日野市 日野第一小学校 2022/10/11
東村山市 東萩山小学校 2022/10/12

神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡小学校 2022/10/14
横浜市中区 横浜訓盲学院 2022/10/12
横浜市港南区 小坪小学校 2022/10/11
横浜市旭区 さちが丘小学校 2022/10/12
川崎市幸区 幸町小学校 2022/10/12
川崎市中原区 上丸子小学校 2022/10/11
川崎市宮前区 健爽学園　ゆりかご幼稚園 2022/10/11
平塚市 富士見小学校 2022/10/13
平塚市 江陽中学校 2022/10/12
藤沢市 藤沢若葉幼稚園 2022/10/12
小田原市 富士見小学校 2022/10/13
秦野市 大根小学校 2022/10/11
中郡大磯町 大磯小学校 2022/10/14

新潟県 長岡市 寺泊中学校 2022/10/12
五泉市 エービーシー学園エービーシー幼稚園 2022/10/12

富山県 高岡市 高岡西部中学校 2022/10/13
石川県 金沢市 西南部小学校 2022/10/13

珠洲市 直小学校 2022/10/11
福井県 越前市 武生東小学校 2022/10/12
長野県 岡谷市 川岸小学校 2022/10/14
岐阜県 安八郡安八町 結小学校 2022/10/12
静岡県 静岡市清水区 清水岡小学校 2022/10/14

浜松市南区 新津小学校 2022/10/14
藤枝市 青木橋保育園 2022/10/12
御殿場市 御殿場特別支援学校 2022/10/14

愛知県 名古屋市瑞穂区 津賀田中学校 2022/10/12
名古屋市名東区 よもぎ保育園 2022/10/13
豊橋市 福岡小学校 2022/10/12
岡崎市 米山寮 2022/10/14
瀬戸市 東山小学校 2022/10/12
豊田市 宮口こども園 2022/10/11
豊田市 飯野ひかり幼稚園 2022/10/14
豊田市 梅ケ丘学園 2022/10/12
西尾市 幡豆中学校 2022/10/12
尾張旭市 城山小学校 2022/10/12
あま市 美和小学校 2022/10/11

滋賀県 大津市 伊香立小学校 2022/10/12
長浜市 びわ南小学校 2022/10/12
守山市 守山小学校 2022/10/11
栗東市 大宝小学校 2022/10/11

京都府 京都市伏見区 羽束師小学校 2022/10/12
京都市伏見区 久我の杜小学校 2022/10/12
宮津市 宮津暁星幼稚園 2022/10/12
亀岡市 本梅こども園 2022/10/11
亀岡市 南つつじヶ丘小学校 2022/10/13

大阪府 大阪市東淀川区 大阪北視覚支援学校 2022/10/13
大阪市東淀川区 東井高野小学校 2022/10/14
大阪市旭区 思斉支援学校 2022/10/12
豊中市 北条小学校 2022/10/11
寝屋川市 第五中学校 2022/10/13
東大阪市 小阪小学校 2022/10/14

兵庫県 神戸市東灘区 魚崎小学校 2022/10/11
神戸市灘区 西郷小学校 2022/10/13
神戸市須磨区 妙法寺小学校 2022/10/12
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兵庫県 神戸市垂水区 県立神戸聴覚特別支援学校 2022/10/12
神戸市西区 井吹東小学校 2022/10/12
伊丹市 瑞穂小学校 2022/10/12
相生市 双葉小学校 2022/10/11
三木市 まほろば 2022/10/11
宍粟市 城下小学校 2022/10/12

和歌山県 紀の川市 上名手小学校 2022/10/12
島根県 松江市 中央小学校 2022/10/12

益田市 吉田南小学校 2022/10/12
岡山県 浅口市 鴨方西小学校 2022/10/12
広島県 広島市南区 青崎小学校 2022/10/12

広島市安佐南区 ほうりん東野幼稚園 2022/10/11
広島市安佐南区 慈光会託児所 2022/10/11
広島市佐伯区 五日市観音西小学校 2022/10/11
尾道市 尾道市重井公民館 2022/10/12
福山市 福山いずみ幼稚園 2022/10/12
府中市 府中すばる幼稚園 2022/10/12
廿日市市 大野東小学校 2022/10/12

徳島県 海部郡海陽町 二葉保育園 2022/10/14
板野郡板野町 板野東小学校 2022/10/11

香川県 高松市 屋島小学校 2022/10/12
坂出市 林田保育園 2022/10/12
小豆郡土庄町 土庄中学校 2022/10/12

愛媛県 新居浜市 金子小学校 2022/10/11
福岡県 北九州市小倉北区 南小倉小学校 2022/10/13

小郡市 東野小学校 2022/10/12
糟屋郡宇美町 井野小学校 2022/10/12
糟屋郡粕屋町 大川小学校 2022/10/13
朝倉郡筑前町 東小田小学校 2022/10/12

佐賀県 佐賀市 高木瀬小学校 2022/10/12
長崎県 五島市 緑丘小学校 2022/10/12

南松浦郡新上五島町 魚目小学校 2022/10/11
熊本県 菊池郡菊陽町 尚絅大学短期大学部附属こども園 2022/10/11
大分県 大分市 宗方小学校 2022/10/12
宮崎県 西都市 穂北学園　西都ふたば幼稚園 2022/10/12
鹿児島県 鹿児島市 城南小学校 2022/10/12

鹿児島市 宮川小学校 2022/10/12
垂水市 江ノ島幼稚園 2022/10/12

沖縄県 宜野湾市 沖縄カトリック小学校 2022/10/12

ありがとうございました！
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