
　　　　　　　ベルマーク2023年１月第４週（１/16～１/22）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市豊平区 福住小学校 2023/1/18
小樽市 稲穂小学校 2023/1/20
帯広市 帯広市立大空学園義務教育学校 2023/1/17
紋別市 紋別中学校 2023/1/20
伊達市 東小学校 2023/1/16
石狩市 花川小学校 2023/1/17

青森県 青森市 女鹿沢小学校 2023/1/18
五所川原市 東峰小学校 2023/1/18
つがる市 柏小学校 2023/1/16
平川市 こども園あらや 2023/1/17

岩手県 大船渡市 第一中学校 2023/1/16
一関市 千厩小羊幼稚園 2023/1/16
滝沢市 滝沢小学校 2023/1/17
岩手郡雫石町 七ツ森小学校 2023/1/20
紫波郡矢巾町 矢巾東小学校 2023/1/18

宮城県 仙台市青葉区 北仙台小学校 2023/1/20
仙台市宮城野区 お人形社第二幼稚園 2023/1/17
仙台市若林区 連坊小路小学校 2023/1/19
仙台市若林区 遠見塚小学校 2023/1/19
仙台市太白区 芦口小学校 2023/1/20
仙台市太白区 人来田小学校 2023/1/19
仙台市泉区 七北田小学校 2023/1/20
富谷市 明石台小学校 2023/1/18
加美郡加美町 中新田中学校 2023/1/20

秋田県 能代市 渟城西小学校 2023/1/20
潟上市 天王小学校 2023/1/19
大仙市 大曲小学校 2023/1/17
山本郡藤里町 藤里小学校 2023/1/17

福島県 福島市 清水幼稚園 2023/1/19
福島市 清水小学校 2023/1/20
福島市 荒井小学校 2023/1/18
福島市 森合小学校 2023/1/20
郡山市 富田東小学校 2023/1/17
田村市 船引小学校 2023/1/19

茨城県 日立市 宮田小学校 2023/1/17
日立市 成沢小学校 2023/1/20
日立市 会瀬小学校 2023/1/19
日立市 櫛形小学校 2023/1/20
日立市 坂本小学校 2023/1/19
常陸太田市 世矢小学校 2023/1/17
つくば市 竹園東小学校 2023/1/17
猿島郡五霞町 五霞中学校 2023/1/16

栃木県 宇都宮市 認定こども園さくらが丘 2023/1/17
宇都宮市 しらとり保育園 2023/1/19
小山市 豊田中学校 2023/1/20
矢板市 矢板中学校 2023/1/17
塩谷郡高根沢町 高根沢町立西小学校 2023/1/19

群馬県 前橋市 元総社北小学校 2023/1/17
高崎市 中川小学校 2023/1/19

埼玉県 さいたま市見沼区 大谷小学校 2023/1/18
さいたま市中央区 大戸小学校 2023/1/16
さいたま市桜区 栄和小学校 2023/1/16
さいたま市南区 浦和大里小学校 2023/1/19
さいたま市緑区 三室小学校 2023/1/19
さいたま市緑区 大門小学校 2023/1/17
さいたま市緑区 原山中学校 2023/1/20
川越市 牛子小学校 2023/1/17
熊谷市 新堀小学校 2023/1/20
川口市 新郷南小学校 2023/1/20
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埼玉県 加須市 加須南小学校 2023/1/19
本庄市 中央小学校 2023/1/18
春日部市 中野小学校 2023/1/20
草加市 両新田小学校 2023/1/19
草加市 花栗南小学校 2023/1/20
蕨市 みどり保育園 2023/1/16
入間市 新久小学校 2023/1/17
入間市 扇小学校 2023/1/17
和光市 和光市立第五小学校 2023/1/17
桶川市 朝日小学校 2023/1/19
久喜市 江面小学校 2023/1/17
久喜市 栗橋南小学校 2023/1/17
久喜市 久喜小学校 2023/1/16
三郷市 埼玉県立三郷特別支援学校 2023/1/20
蓮田市 蓮田南小学校 2023/1/17
吉川市 関小学校 2023/1/20
入間郡越生町 梅園小学校 2023/1/17

千葉県 千葉市中央区 宮崎小学校 2023/1/17
千葉市中央区 都小学校 2023/1/20
千葉市花見川区 さつきが丘西小学校 2023/1/20
千葉市稲毛区 稲丘小学校 2023/1/18
千葉市若葉区 小倉小学校 2023/1/17
千葉市緑区 土気小学校 2023/1/16
銚子市 双葉小学校 2023/1/17
市川市 稲越小学校 2023/1/17
船橋市 薬円台小学校 2023/1/17
船橋市 高郷小学校 2023/1/17
船橋市 三山東小学校 2023/1/20
松戸市 松戸いずみ幼稚園 2023/1/20
松戸市 小金小学校 2023/1/17
松戸市 梨香台小学校 2023/1/17
松戸市 八ケ崎第二小学校 2023/1/19
野田市 みずき小学校 2023/1/17
佐倉市 下志津小学校 2023/1/17
習志野市 第四中学校 2023/1/17
習志野市 第六中学校 2023/1/17
柏市 柏第三中学校 2023/1/18
柏市 さわやかちば県民プラザ 2023/1/17
市原市 国府小学校 2023/1/17
八千代市 村上北小学校 2023/1/16
鎌ケ谷市 道野辺小学校 2023/1/19
白井市 南山小学校 2023/1/17
富里市 富里南小学校 2023/1/20
匝瑳市 八日市場小学校 2023/1/20
香取市 佐原小学校 2023/1/20
香取市 大利根旭出福祉園 2023/1/18
安房郡鋸南町 鋸南小学校 2023/1/20

東京都 新宿区 柏木小学校 2023/1/18
新宿区 牛込第三中学校 2023/1/19
江東区 都立江東特別支援学校 2023/1/19
江東区 第四砂町小学校 2023/1/18
品川区 大井第一小学校 2023/1/18
品川区 鈴ケ森小学校 2023/1/20
世田谷区 希望丘小学校 2023/1/18
豊島区 朋有小学校 2023/1/20
北区 岩淵小学校 2023/1/17
板橋区 蓮根小学校 2023/1/19
練馬区 北町カトリック幼稚園 2023/1/18
練馬区 石神井東小学校 2023/1/16
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東京都 葛飾区 本田小学校 2023/1/20
八王子市 第二小学校 2023/1/16
八王子市 川口小学校 2023/1/20
八王子市 都立八王子東特別支援学校 2023/1/16
八王子市 長池小学校 2023/1/20
八王子市 第三小学校 2023/1/17
立川市 石川学園こばと幼稚園 2023/1/17
府中市 小柳小学校 2023/1/20
昭島市 昭和保育園 2023/1/17
町田市 小山小学校 2023/1/20
東村山市 久米川東小学校 2023/1/18
東大和市 東大和市立第二小学校 2023/1/20
多摩市 永山小学校 2023/1/20
多摩市 瓜生小学校 2023/1/20
稲城市 梨花幼稚園 2023/1/17

神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢小学校 2023/1/17
横浜市神奈川区 西寺尾第二小学校 2023/1/18
横浜市神奈川区 六角橋中学校 2023/1/16
横浜市西区 霞ケ丘幼稚園 2023/1/18
横浜市西区 西前小学校 2023/1/16
横浜市保土ケ谷区 仏向小学校 2023/1/18
横浜市保土ケ谷区 星川小学校 2023/1/19
横浜市保土ケ谷区 新井小学校 2023/1/19
横浜市磯子区 森東小学校 2023/1/18
横浜市磯子区 森東小学校 2023/1/18
横浜市金沢区 関東学院六浦小学校 2023/1/17
横浜市港北区 大曽根小学校 2023/1/18
横浜市戸塚区 名瀬幼稚園 2023/1/17
横浜市戸塚区 南戸塚小学校 2023/1/20
横浜市戸塚区 秋葉小学校 2023/1/20
横浜市港南区 下永谷小学校 2023/1/20
横浜市港南区 芹が谷南小学校 2023/1/20
横浜市旭区 さちが丘小学校 2023/1/18
横浜市緑区 いぶき野小学校 2023/1/20
横浜市緑区 霧が丘学園小学部 2023/1/20
横浜市栄区 千秀小学校 2023/1/18
横浜市青葉区 美しが丘東小学校 2023/1/20
横浜市青葉区 桂小学校 2023/1/20
横浜市都筑区 川和東小学校 2023/1/16
横浜市都筑区 川和東小学校 2023/1/16
川崎市川崎区 東門前小学校 2023/1/18
川崎市中原区 平間小学校 2023/1/16
川崎市麻生区 長沢小学校 2023/1/18
相模原市南区 鶴の台小学校 2023/1/19
横須賀市 衣笠小学校 2023/1/20
平塚市 太洋中学校 2023/1/17
鎌倉市 腰越小学校 2023/1/20
鎌倉市 鎌倉市立第一中学校 2023/1/17
藤沢市 羽鳥小学校 2023/1/17
藤沢市 小糸小学校 2023/1/19
茅ケ崎市 平和学園小学校 2023/1/17
茅ケ崎市 円蔵小学校 2023/1/18
茅ケ崎市 北陽中学校 2023/1/17
三浦市 名向小学校 2023/1/20
秦野市 すえひろこども園 2023/1/19
秦野市 秦野養護学校 2023/1/19
大和市 聖セシリア小学校 2023/1/19

新潟県 新潟市中央区 聖ラファエル幼稚園 2023/1/20
五泉市 エービーシー学園エービーシー幼稚園 2023/1/17
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新潟県 三島郡出雲崎町 出雲崎中学校 2023/1/17
富山県 富山市 朝日保育所 2023/1/20

富山市 福島保育所 2023/1/17
富山市 奥田小学校 2023/1/20
富山市 上滝小学校 2023/1/17
富山市 杉原小学校 2023/1/16
富山市 光陽小学校 2023/1/20
富山市 富山県立ふるさと支援学校 2023/1/20
高岡市 きずな子ども発達支援センター 2023/1/18
高岡市 こどものその 2023/1/20
黒部市 三島保育所 2023/1/18
砺波市 庄南小学校 2023/1/17

石川県 金沢市 薬師谷保育所 2023/1/20
金沢市 鞍月小学校 2023/1/16
白山市 松陽小学校 2023/1/18
河北郡津幡町 徳野学園　津幡とくの幼稚園 2023/1/17

福井県 福井市 大安寺小・中学校 2023/1/20
山梨県 笛吹市 わかば保育園 2023/1/17

南巨摩郡南部町 南部みどり幼稚園 2023/1/19
長野県 長野市 三輪小学校 2023/1/17

長野市 篠ノ井西中学校 2023/1/17
上田市 上田幼稚園 2023/1/17
上田市 城下小学校 2023/1/18
安曇野市 豊科北中学校 2023/1/16

岐阜県 岐阜市 いづみ中央幼稚園 2023/1/16
土岐市 泉小学校付属幼稚園 2023/1/17
各務原市 ひよし幼稚園 2023/1/17
各務原市 各務小学校 2023/1/17
瑞穂市 穂積小学校 2023/1/17

静岡県 静岡市駿河区 豊田中学校 2023/1/17
静岡市清水区 清水岡小学校 2023/1/20
浜松市中区 れんげこども園 2023/1/17
沼津市 原小学校 2023/1/20
三島市 徳倉幼稚園 2023/1/19
藤枝市 広幡こども園 2023/1/17
藤枝市 岡部聖母幼稚園 2023/1/17

愛知県 名古屋市北区 西味鋺保育園 2023/1/18
名古屋市昭和区 みちる幼稚園 2023/1/17
名古屋市守山区 金城学院幼稚園 2023/1/17
豊橋市 新川小学校 2023/1/17
豊橋市 栄小学校 2023/1/20
瀬戸市 マリア幼稚園 2023/1/20
春日井市 たんぽぽの風 2023/1/19
春日井市 石尾台小学校 2023/1/16
豊川市 国府小学校 2023/1/16
津島市 津島市立北小学校 2023/1/18
豊田市 みずほこども園 2023/1/20
西尾市 横須賀保育園 2023/1/19
西尾市 幡豆中学校 2023/1/20
江南市 草井小学校 2023/1/17
稲沢市 大里双葉幼稚園 2023/1/20
愛西市 佐屋小学校 2023/1/17
知多郡東浦町 森岡小学校 2023/1/20

三重県 津市 橋北中学校 2023/1/17
多気郡大台町 昴学園高等学校 2023/1/17

滋賀県 大津市 比叡山幼稚園 2023/1/20
大津市 仰木の里東幼稚園 2023/1/16

袋井南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　袋井南地区まち
づくり協議会

2023/1/20袋井市
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滋賀県 大津市 長等小学校 2023/1/19
長浜市 速水小学校 2023/1/16
守山市 速野幼稚園 2023/1/20

京都府 京都市北区 今宮幼稚園 2023/1/19
京都市北区 柊野小学校 2023/1/16
京都市左京区 認定こども園ふたば幼稚園 2023/1/17
京都市中京区 朱雀第六小学校 2023/1/19
京都市中京区 洛中小学校 2023/1/20
京都市南区 久世西小学校 2023/1/19
京都市伏見区 伏見住吉幼稚園 2023/1/20
京都市西京区 嵐山東小学校 2023/1/20
福知山市 大正小学校 2023/1/18
宮津市 吉津小学校 2023/1/16
亀岡市 篠村幼稚園 2023/1/16
亀岡市 亀岡中学校 2023/1/18
向日市 第５向陽小学校 2023/1/17
南丹市 園部第二小学校 2023/1/20

大阪府 大阪市西淀川区 佃西小学校 2023/1/19
大阪市阿倍野区 常盤小学校 2023/1/19
大阪市住吉区 清水丘小学校 2023/1/17
大阪市東住吉区 南百済小学校 2023/1/20
大阪市平野区 喜連東小学校 2023/1/18
大阪市平野区 川辺小学校 2023/1/16
堺市中区 福田小学校 2023/1/17
堺市南区 御池台小学校 2023/1/20
岸和田市 大阪府立岸和田支援学校 2023/1/17
豊中市 箕面自由学園幼稚園 2023/1/17
豊中市 寺内小学校 2023/1/17
池田市 石橋南小学校 2023/1/17
吹田市 認定こども園　山田第三幼稚園 2023/1/20
高槻市 桃園小学校 2023/1/20
守口市 錦小学校 2023/1/17
枚方市 長尾小学校 2023/1/17
寝屋川市 和光小学校 2023/1/20
門真市 上野口小学校 2023/1/18
高石市 東羽衣小学校 2023/1/18

兵庫県 神戸市灘区 福住小学校 2023/1/19
神戸市北区 西山小学校 2023/1/20
神戸市北区 有野中学校 2023/1/16
姫路市 マリア幼稚園 2023/1/20
姫路市 広峰小学校 2023/1/20
姫路市 城東小学校 2023/1/18
姫路市 安室小学校 2023/1/17
明石市 なすみ保育所 2023/1/18
明石市 明石小学校 2023/1/20
西宮市 甲陽園小学校 2023/1/17
西宮市 塩瀬中学校 2023/1/16
芦屋市 潮見幼稚園 2023/1/17
伊丹市 摂陽小学校 2023/1/17
加古川市 志方西小学校 2023/1/16
加古川市 山手中学校 2023/1/17
三田市 県立上野ケ原特別支援学校 2023/1/19
丹波篠山市 大山小学校 2023/1/20
神崎郡神河町 神崎幼稚園 2023/1/18

奈良県 奈良市 奈良女子大学附属幼稚園 2023/1/18
奈良市 平城東公民館 2023/1/17
大和郡山市 ふたばこども園 2023/1/16
大和郡山市 治道小学校 2023/1/16
天理市 天理高等学校 2023/1/17
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奈良県 御所市 葛カトリック幼稚園 2023/1/20
葛城市 新庄北小学校附属幼稚園 2023/1/18
宇陀市 榛原小学校 2023/1/17
生駒郡平群町 ゆめさとこども園 2023/1/18

和歌山県 和歌山市 和歌山県立桐蔭高等学校 2023/1/20
日高郡みなべ町 南部中学校 2023/1/17

島根県 出雲市 南中学校 2023/1/18
出雲市 浜山中学校 2023/1/17

岡山県 岡山市北区 鯉山幼稚園 2023/1/17
岡山市北区 福渡小学校 2023/1/17
岡山市北区 高松中学校 2023/1/17
岡山市中区 高島小学校 2023/1/20
岡山市東区 平島小学校 2023/1/17
岡山市南区 妹尾保育園 2023/1/17
倉敷市 第五福田小学校 2023/1/17
倉敷市 中島小学校 2023/1/16
倉敷市 倉敷第一中学校 2023/1/18
総社市 昭和中学校 2023/1/19
瀬戸内市 国府小学校 2023/1/17
真庭市 川上こども園 2023/1/16
苫田郡鏡野町 香南保育園 2023/1/17
加賀郡吉備中央町 学校法人おかやま希望学園 2023/1/18

広島県 広島市中区 広瀬小学校 2023/1/17
広島市西区 高須小学校 2023/1/17
福山市 旭丘サムエルこども園 2023/1/17
福山市 伊勢丘小学校 2023/1/17
府中市 府中すばる幼稚園 2023/1/17
三次市 川西小学校 2023/1/20

山口県 宇部市 西宇部小百合幼稚園 2023/1/20
防府市 中関小学校 2023/1/20
岩国市 川下中学校 2023/1/18
周南市 富田東小学校 2023/1/20
周南市 沼城小学校 2023/1/16
周南市 遠石小学校 2023/1/17
玖珂郡和木町 和木小学校 2023/1/20

徳島県 徳島市 八万南小学校 2023/1/19
香川県 高松市 仏生山小学校 2023/1/18

高松市 高松養護学校 2023/1/18
丸亀市 城辰幼稚園 2023/1/18

愛媛県 今治市 日高小学校 2023/1/18
高知県 高知市 高知小学校 2023/1/20

宿毛市 宿毛幼稚園 2023/1/20
福岡県 北九州市若松区 北九州市立小池特別支援学校 2023/1/16

北九州市小倉南区 湯川小学校 2023/1/19
福岡市東区 香住丘高等学校 2023/1/17
福岡市博多区 東月隈小学校 2023/1/16
久留米市 合川幼稚園 2023/1/19
八女市 岡山小学校 2023/1/20
宗像市 自由ヶ丘南小学校 2023/1/17
嘉麻市 めぐみ保育園 2023/1/20
糸島市 東風小学校 2023/1/17

佐賀県 佐賀市 金泉中学校 2023/1/18
唐津市 久里小学校 2023/1/17
鳥栖市 田代小学校 2023/1/20
小城市 三日月小学校 2023/1/18

長崎県 長崎市 山里小学校 2023/1/20
長崎市 西浦上小学校 2023/1/17
佐世保市 潮見幼稚園 2023/1/16
大村市 富の原小学校 2023/1/19
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長崎県 対馬市 大船越小学校 2023/1/17
雲仙市 北串小学校 2023/1/20
南松浦郡新上五島町 上郷小学校 2023/1/17

熊本県 熊本市中央区 ＹＭＣＡ水前寺幼稚園 2023/1/20
熊本市北区 龍田中学校 2023/1/18
熊本市北区 龍田中学校 2023/1/18
菊池市 認定こども園双羽幼稚園 2023/1/18

大分県 別府市 石垣幼稚園 2023/1/19
由布市 由布川小学校 2023/1/17

宮崎県 延岡市 北浦小学校 2023/1/17
小林市 三松小学校 2023/1/17
北諸県郡三股町 みまた幼稚園 2023/1/20

鹿児島県 鹿児島市 カトリックカリタス幼稚園 2023/1/16
鹿児島市 荒田小学校 2023/1/17
鹿児島市 中山小学校 2023/1/17
鹿児島市 星峯東小学校 2023/1/20
薩摩川内市 祁答院中学校 2023/1/18
霧島市 国分南小学校 2023/1/20
薩摩郡さつま町 宮之城聖母幼稚園 2023/1/17

ありがとうございました！
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