
  

2022/02/16現在

全国47都道府県  13,175施設で導入！
     

■北海道 Compassスイミングスクール NPO法人 とむての森 NPO法人函館市学童保育の会 TOYA.FC

あおぞらほいくプラス あかねキッズクラブ大森浜 あかねキッズクラブ日吉 いせの里児童センター

いちご乳児保育園 くるみ乳児保育園 くるみ保育園 こども館児童クラブ

こまどり児童会 しなの児童会館 すまいるのっぽろ保育園 せたな町立久遠小学校

せたな町立瀬棚中学校 せたな町立瀬棚小学校 せたな町立認定こども園きたひやま だて歴史の杜食育センター

つくし保育園 とかち帯広YMCA なかふらのこども園 ひがしなえぼ幼稚園

みなみ認定こども園 むかわ町立宮戸小学校 むかわ町立穂別中学校 むかわ町立穂別小学校

むかわ町立鵡川中央小学校 むかわ町立鵡川中学校 ゆうし小規模保育園 ゆめみ野ジュニアクラブ

よつ葉アリーナ十勝 クマさんのレンガの家ジュニアクラブ サンドームおとふけ（音更町総合体育館） シロ・ペル会

チャレンジキャンパスさっぽろ トムラウシ ピッチ＆パッチきたみ川東 フィットネスサークルT2TAICHI

プリマベーラ函館 一般社団法人ちっぷす りとるちっぷす音更 七飯町立藤城小学校 上士幌中学校

上士幌小学校 上士幌町教育委員会 上士幌町立糠平小学校 上士幌町認定こども園

上川中部こども通園センター 上川町立上川中学校 上川町立上川小学校 上川管内 花の会

上川管内教頭会 上川管内校長会 上湧別中学校 中富良野町旭中小学校

中富良野町立中富良野中学校 中富良野町立中富良野小学校 中富良野町立宇文小学校 中富良野町立西中小学校

中川町立中央小学校 中標津町立計根別小学校 中湧別小学校 乙部町立乙部小学校

亀田ありんこクラブ第2 亀田ありんこ第1 仁木中学校 仁木町立仁木小学校

仁木町立銀山中学校 伊達市立 稀府小学校 伊達市立伊達中学校 伊達市立伊達西小学校

伊達市立光陵中学校 伊達市立大滝中学校 伊達市立大滝徳舜瞥学校 伊達市立有珠小学校

伊達市立東小学校 伊達市立長和小学校 伊達市立関内小学校 伊達市立黄金小学校

伊達市総合体育館及び温水プール 伊達幼稚園 伊達赤十字看護専門学校 佐呂間町立佐呂間中学校

佐呂間町立佐呂間小学校 体育クラブ原田 保育園こどものおしろ 児童クラブ ちびカンタラモッチ

児童クラブ カンタラモッチ 児童クラブなんたらもっち 児童支援ハレアカラ 全道音研十勝・帯広大会運営委員会

八雲町役場 八雲町立浜松小学校 八雲町立熊石中学校 八雲町立熊石小学校

八雲町立落部中学校 八雲町立落部小学校 八雲町立野田生中学校 八雲町立野田生小学校

共同学童保育所 どんぐりクラブ 共同学童保育所 元気クラブ 共同学童保育所昭和ありんこクラブ１丁目 共栄小学校スクールバンド

共栄町内会 函館つくしっこ会 つくしの子保育園 函館三育小学校 函館学童保育支援員の会

函館市立中の沢小学校 函館市立中央小学校 函館市立亀田小学校 函館市立南本通小学校

函館市立東小学校 函館市立柏野小学校 函館市立椴法華小学校 函館市立深堀小学校

函館市立石崎小学校 初山別村立初山別中学校 初山別村立初山別小学校 利尻中学校

北の星東札幌保育園 北広島かおり幼稚園 北広島市立北の台小学校 北広島市立双葉小学校

北広島市立広葉中学校 北広島市立東部中学校 北広島市立東部小学校 北広島市立緑ヶ丘小学校

北広島市立緑陽中学校 北広島市立西部中学校 北斗市立市渡小学校 北斗市立萩野小学校

北明やまざと幼稚園 北海道 置戸町立置戸中学校 北海道せたな町立北檜山小学校 北海道伊達市立伊達小学校

北海道伊達緑丘高等学校 北海道伊達開来高等学校 北海道佐呂間高等学校 北海道北見市立北中学校

北海道北見市立北中学校ソフトボール部 北海道北見市立大正小学校 北海道北見市立豊地小学校 北海道医療大学

北海道千歳高等支援学校 北海道士別翔雲高等学校 北海道富良野緑峰高等学校農業特別専攻科 北海道小樽高等支援学校

北海道帯広聾学校 北海道幌加内高等学校 北海道恵庭市立島松小学校 北海道教育大学附属旭川中学校

北海道文教大学人間科学部理学療法学科 北海道斜里高等学校 北海道新得高等支援学校 北海道旭川市立忠和小学校

北海道旭川市立神楽中学校 北海道旭川永嶺高等学校吹奏楽局保護者会 北海道旭川聾学校 北海道旭川高等支援学校

北海道更別農業高等学校 北海道札幌月寒高校2年6組 北海道森町立駒ヶ岳小学校 北海道江別市立大麻泉小学校

北海道津別高等学校 北海道猿払村立浜鬼志別小学校 北海道留辺蘂高等学校 北海道真狩高等学校

北海道稚内養護学校 北海道紋別高等学校 北海道美深高等学校 北海道苫小牧西高等学校

北海道遠軽町立白滝中学校 北海道雄武高等学校 北竜町立北竜中学校 北竜町立真竜小学校

北見わかば幼稚園 北見市校長会 北見市民温水プール 北見市立三輪小学校

北見市立三輪小学校野球少年団 北見市立上常呂中学校 北見市立上常呂小学校 北見市立中央小学校

北見市立光西中学校 北見市立北光中学校 北見市立北光小学校 北見市立北小学校



北見市立南中学校 北見市立南小学校 北見市立小泉中学校 北見市立小泉小学校

北見市立常呂中学校 北見市立常呂小学校 北見市立東小学校 北見市立東相内中学校

北見市立東相内小学校 北見市立相内中学校 北見市立相内小学校 北見市立端野中学校

北見市立端野小学校 北見市立緑小学校 北見市立美山小学校 北見市立若松小学校

北見市立西小学校 北見市立錦水小学校 北見市立高栄中学校 北見市立高栄小学校

北見藤高等学校 北野保育園 北陽小学校 医療社団法人 刀圭会 ひなたぼっこ保育園

十勝小・中校長会 十勝管内小中学校教頭会 十勝陸上クラブ 千歳小PTA

千歳市温水プール 千歳市立みどり台小学校 千歳市立信濃小学校 千歳市立勇舞中学校

千歳市立北斗中学校 千歳市立北進小中学校 千歳市立千歳中学校 千歳市立千歳第二小学校

千歳市立向陽台中学校 千歳市立向陽台小学校 千歳市立富丘中学校 千歳市立日の出小学校

千歳市立末広小学校 千歳市立桜木小学校 千歳市立泉沢小学校 千歳市立緑小学校

千歳市立青葉中学校 南幌町立南幌小学校 厚別南中学校吹奏楽部保護者会 厚岸町立真龍小学校

厚賀地区学校マチコミメール 名寄市立名寄東小学校 名寄市立智恵文中学校 名寄市立智恵文小学校

名寄市立風連中学校 和寒小学校 和寒町保育所 和寒町立和寒中学校

啓徳小学校 増毛町立増毛小学校 士別市立上士別中学校 士別市立上士別小学校

士別市立士別中学校 士別市立士別南中学校 士別市立士別南小学校 士別市立士別小学校

士別市立多寄小学校 士別市立朝日中学校 士別市立温根別小学校 士別市立糸魚小学校

壮瞥町立壮瞥中学校 夕張北高31期同期会 大岸保育所 大町小学校

大谷地クラブ 大麻ミニバスケットボール少年団 天北小中学校 天塩町立天塩中学校

天塩町立天塩小学校 太陽の子 札幌中央保育園 奥尻町立青苗小学校 子ども発達支援センター 鵡川たんぽぽ

子ども発達支援センター穂別きらり 学校法人アソカ学園 島松幼稚園 学校法人吉井学園 花川北陽認定こども園 学校法人坂野学園 瑞祥幼稚園

学校法人稲積学園 北都保健福祉専門学校 学校法人谷学園 士別幼稚園 学童アライブ 学童保育めぐみ児童会

学童保育所 すずらんクラブ 学童保育所 にっこにこクラブ 学童保育所たんぽぽクラブ 学童保育所ぼうけんクラブ

学童保育所わんぱくクラブ 学童保育所乃木ぼうけんクラブ父母会 安平町立安平小学校 安平町立早来中学校

安平町立早来小学校 安平町立追分中学校 安平町立追分小・中学校 安平町立遠浅小学校

室蘭市立喜門岱小学校 室蘭市立天沢小学校 室蘭市立港北中学校 室蘭市立翔陽中学校

室蘭市立蘭北小学校 富良野小学校 富良野市ことばの教室 富良野市学童保育センター

富良野市立富良野東中学校 富良野市立富良野西中学校 富良野市立山部中学校 富良野市立山部小学校

富良野市立布部小中学校 富良野市立扇山小学校 富良野市立東小学校 富良野市立樹海中学校

富良野市立樹海小学校 富良野市立虹いろ保育所 富良野市立鳥沼小学校 富良野市立麓郷小中学校

小平町立小平中学校 小平町立小平小学校 小平町立小平幼稚園 小樽市立長橋中学校

岩見沢市立光陵中学校ソフトテニス部 幌加内中学校 幌加内小学校 幌加内町立朱鞠内小学校

幕別中学校卓球部 幕別町校長会 幕別町立幕別中学校 幕別町立幕別小学校

幕別町立忠類中学校 幕別町立忠類小学校 幕別町立札内中学校 幕別町立札内北小学校

幕別町立札内南小学校 幕別町立札内東中学校 幕別町立白人小学校 幕別町立糠内中学校

幕別町立糠内小学校 幕別町立途別小学校 平取町立二風谷小学校 平取町立平取中学校

平取町立平取小学校 幼保連携認定こども園留辺蘂マリア幼稚園 幼保連携認定こども園紋別藤幼稚園 広尾町立広尾中学校

広尾町立広尾小学校 広尾町立豊似小学校 当麻町立当麻中学校 当麻町立当麻小学校

当麻町立当麻幼稚園 恵庭市立恵み野中学校 恵庭市立恵北中学校 恵庭市立恵明中学校

恵庭市立柏小学校 愛保育園 愛別町幼児センター 愛別町立愛別中学校

愛別町立愛別小学校 支援センター そらいろのたね 放課後子どもセンター 放課後子ども教室・山部地区

放課後等デイサービス わたぼうし 放課後等デイサービス ひばりん きよた 救世軍桑園保育所 救世軍菊水上町保育園

斜里町役場 斜里町役場 民生部 こども支援課 斜里町立斜里中学校 斜里町立斜里小学校

斜里町立朝日小学校 新ひだか町立高静小学校 新得町立屈足中学校 新得町立屈足南小学校PTA

新得町立新得中学校 新得町立新得小学校PTA 日高道徳教育研究会 旭川こばと幼稚園

旭川実業高等学校 旭川市小中学校教頭会 旭川市愛育センター 旭川市教育委員会学務課

旭川市立中央中学校 旭川市立光陽中学校 旭川市立共栄小学校 旭川市立北光小学校

旭川市立北星中学校 旭川市立北鎮小学校 旭川市立北門中学校 旭川市立千代田小学校

旭川市立台場小学校 旭川市立啓明小学校 旭川市立嵐山小中学校 旭川市立広陵中学校

旭川市立忠和中学校 旭川市立愛宕中学校 旭川市立愛宕東小学校 旭川市立新町小学校

旭川市立旭川小学校 旭川市立旭川第3小学校 旭川市立旭川第一小学校 旭川市立明星中学校

旭川市立春光台中学校 旭川市立春光小学校 旭川市立朝日小学校 旭川市立末広北小学校



旭川市立東五条小学校 旭川市立東光中学校 旭川市立東光小学校 旭川市立東明中学校

旭川市立東町小学校 旭川市立東陽中学校 旭川市立東鷹栖中学校 旭川市立桜岡中学校

旭川市立永山中学校 旭川市立永山南中学校 旭川市立永山南小学校 旭川市立永山小学校

旭川市立永山西小学校 旭川市立神居中学校 旭川市立神居小学校 旭川市立神楽岡小学校

旭川市立緑が丘中学校 旭川市立緑が丘小学校 旭川市立緑新小学校 旭川市立西御料地小学校

旭川市立西神楽中学校 旭川市立豊岡小学校 旭川市立近文小学校 旭川市立近文第一小学校

旭川市立陵雲小学校 旭川市立青雲小学校 旭川市立高台小学校 旭川聖母幼稚園

明和小学校 星槎国際高等学校 旭川キャンパス 星槎国際高等学校 芦別学習センター 星槎国際高等学校札幌北学習センター

春光小学校スクールバンドクラブ 昭和中央２丁目町内会 有限会社真心 望の岡分校

木野北保育園 木野東小学校 末広小学校 本別町立仙美里小学校

本別町立勇足中学校 本別町立勇足小学校 本別町立本別中央小学校 本別町立本別中学校

札幌こども保育園 札幌三育幼稚園 札幌市しせいかん保育園 札幌市立あつべつきた幼稚園

札幌市立きくすいもとまち幼稚園 札幌市立ひばりが丘小学校 札幌市立もいわ幼稚園 札幌市立信濃小学校

札幌市立南白石小学校 札幌市立大谷地東小学校 札幌市立手稲宮丘小学校 札幌市立藤野南小学校

札幌市立藻岩北小学校 札幌市立西岡北小学校 札幌市立西岡小学校 札幌市第二かしわ学園

札幌聖ミカエル教会 東小・東千歳中 東川大雪野球少年団 東川町立東川第三小学校

東神楽サッカー少年団 東神楽スポーツクラブ 東神楽小学校 東神楽町立中央保育園

東神楽町立志比内小学校 東神楽町立東神楽中学校 東神楽町立東神楽幼稚園 東神楽町立東聖小学校

東神楽町立東聖小規模保育園 東聖こばと幼稚園 松前中学校 松前町立大島小学校

枝幸町立音標小学校 柳町学童保育所 株式会社スマイルクルー札幌支店 株式会社青空みらい

根室市教育委員会 森町立森中学校 森町立森小学校 森町立鷲ノ木小学校

標茶町立中茶安別小中学校 標茶町立標茶中学校 比布町教育委員会 比布町立中央小学校

比布町立比布中学校 江別市やよい保育園 江別市よつば保育園 江別市教育委員会

江別市立いずみ野小学校 江別市立上江別小学校 江別市立中央中学校 江別市立中央小学校

江別市立中央小学校 ことばの教室 江別市立北光小学校 江別市立大麻西小学校 江別市立対雁小学校

江別市立文京台小学校 江別市立東野幌小学校 江別市立江別第三中学校 江別市立江別第二小学校

江別市立江陽中学校 江別市立豊幌小学校 江別市立野幌小学校 江別市立野幌若葉小学校

江別第一中学校 江別第一小学校 江別第二中学校 沼ノ端中学校

洞爺湖温泉小学校 洞爺湖町入江保育所 洞爺湖町教育委員会管理課 洞爺湖町本町保育所

洞爺湖町桜ヶ丘保育所 洞爺湖町洞爺保育所 洞爺湖町立とうや小学校 洞爺湖町立洞爺中学校

洞爺湖町立虻田中学校 洞爺湖町立虻田小学校 洞爺湖町議会 津別町立津別中学校

津別町立津別小学校 浦幌町立上浦幌中央小学校 浦幌町立上浦幌中学校 浦幌町立浦幌中学校

浦幌町立浦幌小学校 浦河フレンドようちえん 浦臼町立浦臼中学校 深川市教頭会

深川市温水プール「ア・エール」 深川市立音江小学校 清里町立清里中学校 湧別 みのり幼稚園

湧別町児童センター 湧別町立湧別中学校 湧別町立湧別小学校 湧別町立芭露小学校

湧別町立開盛小学校 滝上町立滝上小学校ＰＴＡ 滝川 開西中 滝川市社会福祉事業団 江部乙保育所

滝川市社会福祉事業団二の坂保育所 滝川市立東小学校 滝川市立江陵中学校 滝川市立滝川第二小学校

滝川市立西小学校 滝川市立開西中学校 滝川第三小学校 熱中小学校江丹別分校

猿払村立拓心中学校 猿払村立浅茅野小学校 猿払村立知来別小学校 猿払村立鬼志別小学校

由仁町立由仁小学校 留萌市立港北小学校 留萌市立港南中学校 留萌市立留萌中学校

留萌市立留萌小学校 留萌市立緑丘小学校 留辺蘂小学校 登別市立若草小学校

白翔中学校 白老町教育委員会 白老町立はまなす保育園 白老町立白老中学校

白老町立白老小学校 白老町立竹浦小学校 白老町立萩野小学校 白老町立虎杖小学校

真和保育園 真狩村立真狩中学校 真狩村立真狩小学校 知内町立涌元小学校

知新小学校 石狩市民生委員児童委員連合協議会 石狩市社会福祉協議会 石狩市立南線小学校

石狩市立厚田学園 石狩市立双葉小学校 石狩市立樽川中学校 石狩市立浜益小学校

石狩市立石狩中学校 石狩市立石狩八幡小学校 石狩市立石狩小学校 石狩市立花川小学校

社会福祉法人 洗心会 認定こども園花の森 社会福祉法人 真成福祉会 社）滝川市社会福祉事業団 一の坂保育所 社）滝川市社会福祉事業団 花月保育所

神恵内村立神恵内中学校 神恵内村立神恵内小学校 神楽小学校 秩父別中学校

稚内市立増幌小中学校 稚内市立声問小学校 稚内市立宗谷中学校 稚内市立宗谷小学校

稚内市立稚内南中学校 稚内市立稚内南小学校 稚内市立稚内東小学校 穂別さくら認定こども園

穂別放課後子どもセンター 笹川小学校 紋別ドルフィンズ 紋別地区消防組合消防署滝上支署



紋別市仲良し共同作業所 紋別市健康プールステア 紋別市立南丘小学校 紋別市立渚滑中学校

紋別市立渚滑小学校 紋別市立潮見中学校 紋別市立潮見小学校 紋別市立紋別中学校

紋別市立紋別小学校 網走市立中央小学校 網走市立呼人小中学校 網走市立小中学校

緑ヶ丘遊子児童館 緑丘保育園 緑陽台学童保育所 置戸町立置戸小学校

美原共同学童保育所どじょっ子クラブ 美幌大谷幼稚園 美幌町福祉部社会福祉課児童支援グループ 美幌町立北中学校 卓球部

美幌町立旭小学校 美幌町立東陽小学校 美幌町立美幌中学校 美幌町立美幌小学校

美深町立美深中学校 美深町立美深小学校 美瑛町立美沢小学校 美瑛町立美馬牛中学校

美瑛町立美馬牛小学校 羽幌町教育委員会社会教育課 羽幌町立学校 興部町教育委員会社会教育課

興部町立沙留小学校 興部町立興部中学校 興部町立興部小学校 芦別市立芦別中学校

芽室町役場子育て支援課 芽室町発達支援センター 芽室町立上美生小中学校 芽室町立芽室中学校

芽室町立芽室南小学校 芽室町立芽室小学校 芽室町立芽室西小学校 芽室西中学校

若草小学校ＰＴＡ 苫前小学校 苫前放課後こどもセンター 苫前町立古丹別中学校

苫前町立古丹別小学校 苫前町立苫前中学校 苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立植苗小中学校

苫小牧市立樽前小学校 苫小牧市立泉野小学校 苫小牧市立清水小学校 苫小牧市立糸井小学校

螺湾小学校 西紋こども発達支援センター すてっぷ 西紋地区ことばを育てる親の会 西興部村立上興部小学校

西興部村立西興部中学校 計根別幼稚園 認定こども園 みのり 認定こども園 北見さくら幼稚園

認定こども園 北見マリア幼稚園 認定こども園 北見藤幼稚園 認定こども園 網走藤幼稚園 認定こども園 緑ヶ丘遊子

認定こども園 美深町幼児センター 認定こども園こころ 認定こども園ひろお保育園 認定こども園まき

認定こども園カトリック士別幼稚園 認定こども園北見聖母幼稚園 認定こども園美山遊子 認定こども園美幌藤幼稚園

認定こども園遠軽ひばり幼稚園 認定こども園雄武町若草保育所 認定こども園青空 豊富町立保育園

豊富町立豊富中学校 豊富町立豊富小学校 豊浦町立大岸小学校 豊浦町立礼文華小学校

豊浦町立豊浦中学校 豊浦町立豊浦小学校 豊頃町立大津小学校 豊頃町立茂岩保育所

豊頃町立豊頃中学校 豊頃町立豊頃小学校 赤平市立茂尻小学校 赤平市立豊里小学校

赤平市立赤平中学校 赤平市立赤間小学校 足寄町立大誉地小学校 足寄町立芽登小学校

足寄町立足寄中学校 足寄町立足寄小学校 近文第２小学校 遠別中学校

遠別町立遠別小学校 遠軽小学校 遠軽町南保育所 遠軽町東保育所

遠軽町立丸瀬布中学校 遠軽町立丸瀬布小学校 遠軽町立南中学校 遠軽町立南小学校

遠軽町立安国中学校 遠軽町立安国小学校 遠軽町立東小学校 遠軽町立生田原中学校

遠軽町立生田原小学校 遠軽町立白滝小学校 遠軽町立遠軽中学校 釧路市立光陽小学校

釧路市立共栄中学校 釧路市立共栄小学校 釧路市立城山小学校 釧路市立大楽毛小学校

釧路市立昭和小学校 釧路市立青葉小学校 釧路市立鳥取中学校 釧路市立鳥取西中学校

釧路理容美容専門学校 釧路町立遠矢小学校 鈴蘭サッカー少年団 銀山小学校

長万部マリア幼稚園 長万部町立長万部中学校 長万部町立長万部小学校 陸別町保健福祉センター

陸別町教育委員会 陸別町立陸別中学校 陸別町立陸別小学校 雄武町教育委員会

雄武町立豊丘小学校 雄武町立雄武中学校 雄武町立雄武小学校 静内小学校

音更中学校 音更小学校 音更町温水プール 音更町立下士幌小学校

音更町立下音更小学校 音更町立共栄中学校 音更町立東士幌小学校 音更町立東士狩小学校

音更町立柳町小学校 音更町立緑南中学校 音更町立緑陽台小学校 音更町立鈴蘭小学校

音更町立駒場中学校 音更町立駒場小学校 風の子クラブ第3 風の子クラブ第１

風の子第２ 駒場保育園 鬼鹿小学校 鬼鹿幼稚園・おにしかこども園

鷹栖中学校 鷹栖保育園 鷹栖小学校スクールバンド育成会 鷹栖町立北野小学校

鷹栖町立鷹栖小学校 鷹栖野球少年団 鹿追町教育委員会 鹿追町立上幌内小学校

鹿追町立瓜幕中学校 鹿追町立鹿追中学校 鹿追町立鹿追小学校

■青森県 NPO法人全世界空手道連盟新極真会
青森支部

あおもりみなみこども園 あおもり子ども劇場 あじがさわ小学生バレーボール教室

いしえこども園 おきだて保育園 しあわせ保育園 たんぽぽ幼稚園

つがる市立柏小学校 ひなづる保育園 ひまわり保育園 クラブサルーテ

チャイルドケアセンターホク ヘルパーステーションはるかぜ 七戸小学校 七戸町立七戸中学校

七戸町立城南小学校 七戸町立天間林中学校 七戸町立天間林小学校 三厩中学校

上郷小学校 中泊町立小泊中学校 中泊町立小泊小学校 五所川原市立いずみ小学校

五所川原市立三好小学校 五所川原市立中央小学校 五所川原市立五所川原第四中学校 五所川原市立市浦中学校

五所川原市立市浦小学校 五所川原市立東峰小学校 五所川原市立金木中学校 五所川原市立金木小学校



五所川原第二中学校 今別町立今別中学校 今別町立今別小学校 八戸工科学院

八戸市立根城小学校 八戸市立白山台小学校PTA 6学年委員会 八戸幼稚園 剣吉小学校

十和田市立沢田小学校 十和田市立法奥小学校 十和田市立第一中学校 南部町立南部小学校

南部町立名川南小学校 南部町立向小学校 南部町立福地小学校 名久井小学校

四和小学校・四和中学校 城北児童センター 城南こども園 堤小学校

外ヶ浜町立三厩小学校 外ヶ浜町立蟹田中学校 大釈迦保育園 女鹿沢小学校

学校法人聖公会栄光学園 聖ヤコブ幼稚園 小泊中学校 平川ジュニアアスリート 平川市立大坊小学校

平川市立小和森小学校 平川市立松崎小学校 平川市立柏木小学校 平川市立碇ヶ関小学校

平川市立竹館小学校 幸畑ヒルズイノベーション 幸畑団地地区まちづくり協議会 弘前市三岳児童センター

愛心保育園 愛育幼稚園 明星幼稚園 明照保育園

本郷保育園 東北町立東北小学校 東奥学園高等学校 柏中学校

桐の葉保育園 桜川会 大野保育園 桜川保育園 梅沢小学校

横内中学校 浪岡野沢小学校 浪打カトリック幼稚園 源内幼稚園

田子小学校 田子町立清水頭小学校 田子町立田子中学校 社会福祉法人 徳誠福祉会 富田保育園

社会福祉法人愛成会 社会福祉法人扇岳会ねむのき保育園 社会福祉法人桜川会蜆貝保育園 社会福祉法人梵珠福祉会

福地中学校 第一南幼稚園 細越保育園 聖アルバン幼稚園

聖マリア幼稚園 舞戸小学校 蓬田小学校 蓬田村立蓬田中学校

蟹田小学校 西小学校 西海小学校 西目屋村立西目屋小学校

認定こども園 マリアンハウス幼稚園 認定こども園あかしや保育園 青い鳥保育園 青森FC

青森ヤクルトスイミングスクール 青森山田中学校 青森山田高等学校 青森市立三内中学校

青森市立三内中学校ＰＴＡ 青森市立三内小学校 青森市立三内西小学校 青森市立佃中学校

青森市立佃小学校 青森市立北中学校 青森市立北小学校 青森市立千刈小学校

青森市立南中学校 青森市立原別小学校 青森市立古川中学校 青森市立古川小学校

青森市立合浦小学校 青森市立大栄小学校 青森市立小柳小学校 青森市立幸畑小学校

青森市立戸山中学校 青森市立戸山西小学校 青森市立新城中央小学校 青森市立新城中学校

青森市立新城小学校 青森市立本郷小学校 青森市立東中学校 青森市立東陽小学校

青森市立横内小学校 青森市立橋本小学校 青森市立沖館中学校 青森市立沖館小学校

青森市立油川中学校 青森市立油川小学校 青森市立泉川小学校 青森市立浜田小学校

青森市立浜館小学校 青森市立浦町中学校 青森市立浦町小学校 青森市立浪岡中学校

青森市立浪岡北小学校 青森市立浪岡南小学校 青森市立浪打中学校 青森市立浪打小学校

青森市立浪館小学校 青森市立甲田中学校 青森市立甲田小学校 青森市立筒井中学校

青森市立筒井南小学校 青森市立筒井小学校 青森市立篠田小学校 青森市立荒川中学校

青森市立荒川小学校 青森市立莨町小学校 青森市立西中学校 青森市立西田沢小学校

青森市立造道中学校 青森市立造道小学校 青森市立野内小学校 青森市立金沢小学校

青森市立長島小学校 青森沖館バレーボールクラブ 青森海洋少年団 青森甲田こども園

青森県ビューティー＆メディカル専門学校 青森県南部町立南部中学校 青森聖星保育園 高田小学校

鯵ヶ沢スイミングクラブ 鰺ヶ沢中学校 鶴田町立富士見小学校 鶴田町立水元中央小学校

黒石市立牡丹平小学校 黒石市立黒石東小学校

■岩手県 GRIPキッズ盛岡みたけ本校 NPO法人輝き SSスポーツ少年団 おにやなぎ保育園

おほしさま保育園 かざわ福祉会 金沢保育保育園 きらりの森保育園 くじあさひ認定こども園

こくぶん学童クラブ こども園ドレミのそら そけい幼稚園 たちばな学童保育所

ときわだい保育園 ときわ保育園 にしわが愛児会 川尻保育園 にしわが愛児会 湯本保育園

にじいろこども園 ひだまり江刺岩谷堂 ひばり保育園 ひよこ保育園

ふたば認定こども園双葉幼稚園 ふたば認定こども園横川目こども園 まつのまるこども園 むつみこども園

むらさきの幼稚園 もみじ保育園 もみじ児童クラブ ゆもと幼稚園

よつば保育園 わがの里保育園 イーハトーブ養育センター スクルドエンジェル保育園盛岡園

ドレミこども園 ニコニコ保育園 ニコニコ保育園 水沢 ニコニコ保育園 矢巾

フリースクール花鶏学苑 一般社団法人ふたば 一般社団法人子どものエンパワメントいわ
て

一関地区防犯協会連合会

一関工業高等専門学校 一関市立一関小学校 一関東地区防犯協会連合会 一関第一高等学校

一関第一高等学校附属中学校 下閉伊北地区防犯協会連合会 世田米小学校 久慈地区防犯協会連合会

久慈市立久慈中学校 久慈市立久慈小学校 久慈市立侍浜小学校 久慈市立大川目小学校



久慈市立宇部中学校 久慈市立霜畑小学校 久慈湊学童ひまわりクラブ 九戸村立ひめほたるこども園

九戸村立伊保内保育園 九戸村立伊保内小学校 九戸村立山根小学校 九戸村立江刺家小学校

九戸村立長興寺小学校 二子学童保育所 二戸地区防犯協会連合会 二戸市立中央小学校

二戸市立二戸西小学校 二戸市立御返地小学校 二戸市立浄法寺小学校 二戸市立石切所小学校PTA

二戸市立福岡中学校 二戸市立福岡小学校 二戸市立金田一中学校 二戸市立金田一小学校

仁左平小学校 介護老人保健施設リハビリタウンくじ 住田町立世田米中学校 住田町立有住中学校

住田町立有住小学校 侍浜保育園 八幡保育園 八幡学童クラブ

八日市幼稚園 八重畑保育園 八重畑小学校 前沢北こども園

北上中学校 北上北中学校 北上地区防犯協会連合会 北上市立いわさき小学校

北上市立上野中学校PTA 北上市立二子保育園 北上市立二子小学校 北上市立南中学校

北上市立南保育園 北上市立南小学校 北上市立口内保育園 北上市立口内小学校

北上市立和賀東中学校 北上市立和賀東小学校 北上市立和賀西中学校 北上市立和賀西小学校

北上市立大通り保育園 北上市立更木小学校 北上市立東陵中学校 北上市立横川目保育園

北上市立江釣子中学校 北上市立江釣子保育園 北上市立江釣子小学校 北上市立照岡小学校ＰＴＡ

北上市立立花小学校ＰＴＡ 北上市立笠松小学校PTA 北上市立藤根幼稚園 北上市立飯豊中学校PTA

北上市立鳩岡崎保育園 北上市立黒岩小学校 北上市立黒沢尻北小学校 千厩小羊幼稚園

千徳ミニバスケットボールスポーツ少年団 南城中学校 南都田放課後児童クラブ 吉浜小学校

吉里吉里学園小学部 和賀西学童保育所 唐丹小・中学校 国分フロンティア

国際医療福祉専門学校一関校 土沢保育園 多機能型事業所こすもす 大川目保育園

大川目学童根っこクラブ 大東バドミントンスポーツ少年団 大槌町立吉里吉里中学校 大船渡市立猪川小学校

大船渡市立第一中学校 大船渡市立綾里小学校 太田学童クラブ 奥州地区防犯協会連合会

奥州市立いずみ保育園 奥州市立ときわ放課後児童クラブ 奥州市立みなみ保育園 奥州市立みなみ放課後児童クラブ

奥州市立人首小学校 奥州市立佐倉河小学校 奥州市立佐倉河放課後児童クラブ 奥州市立前沢中学校

奥州市立前沢保育所 奥州市立前沢小学校 奥州市立前沢放課後児童クラブ 奥州市立南都田小学校

奥州市立南都田幼稚園 奥州市立古城放課後児童クラブ 奥州市立姉体小学校 奥州市立岩谷堂小学校

奥州市立常盤小学校 奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園 奥州市立広瀬保育所 奥州市立広瀬小学校

奥州市立東水沢中学校 奥州市立梁川小学校 奥州市立水沢中学校 奥州市立水沢南中学校

奥州市立水沢南小学校 奥州市立水沢小学校 奥州市立水沢放課後児童クラブ 奥州市立江刺南中学校

奥州市立江刺愛宕小学校 奥州市立江刺東中学校 奥州市立江刺第一中学校 奥州市立玉里保育所

奥州市立玉里小学校 奥州市立田原保育所 奥州市立田原小学校 奥州市立真城小学校

奥州市立真城放課後児童クラブ 奥州市立稲瀬わかば園 奥州市立羽田小学校 奥州市立羽田放課後児童クラブ

奥州市立胆沢中学校 奥州市立胆沢第一小学校 奥州市立藤里小学校 奥州市立衣川中学校

奥州市立衣川小学校 奥州市立衣里小学校 奥州市立黒石小学校 奥州市立黒石放課後児童クラブ

姉体放課後児童クラブ 学校法人こじか学園こじか幼稚園 学校法人吉祥学園認定こども園水沢こども
園

室小路にこにこ子ども会

宮古スイミングクラブスポーツ少年団 宮古保育園 宮古地区防犯協会連合会 宮古市小山田保育所

宮古市校長会 宮古市立千徳小学校 宮古市立宮古小学校 宮古市立宮古西中学校

宮古市立山口小学校 宮古市立崎山中学校 宮古市立崎山小学校 宮古市立川井中学校

宮古市立河南中学校 宮古市立津軽石中学校 宮古市立津軽石小学校 宮古市立田老第一中学校

宮古市立田老第一小学校 宮古市立田老第三小学校 宮古市立第一中学校 宮古市立第二中学校

宮古市立花輪中学校 宮古市立花輪小学校 宮古市立赤前小学校 宮古市立重茂中学校

宮古市立鍬ヶ崎小学校 宮古市立高浜小学校 宮古職業訓練センター 専修大学北上福祉教育専門学校

小久慈保育園 小佐野小学校 山田斉心館 山田町役場

山田町放課後児童クラブ 山田町教育委員会 山田町立大沢小学校 山田町立大浦小学校

山田町立山田中学校 山田町立山田北小学校 山田町立山田小学校 山田町立船越保育園

山田町立豊間根中学校 山田町立豊間根小学校 山田町立轟木小学校 岩手保健医療大学付属認定こども園

岩手県久慈高等学校長内校 岩手県保険医協会 岩手県奥州市立胆沢愛宕小学校 岩手県宮古市立 新里小学校

岩手県小中学校副校長会 岩手県滝沢市立鵜飼小学校 岩手県立一戸高等学校 岩手県立一関工業高等学校

岩手県立久慈工業高校 岩手県立二戸高等技術専門校 岩手県立住田高等学校 岩手県立前沢高等学校

岩手県立千厩高等学校 岩手県立大東高等学校 岩手県立宮古北高等学校 岩手県立宮古高等技術専門校

岩手県立水沢商業高等学校 岩手県立水沢農業高等学校 岩手県立水沢高等学校 岩手県立沼宮内高等学校

岩手県立福岡高等学校定時制 岩手県立種市高等学校 岩手県立花泉高等学校 岩泉町立二升石小学校

岩泉町立大川小学校 岩泉町立釜津田小学校 岩谷堂地区振興会 岩谷堂幼稚園



岩谷堂放課後児童クラブ 崎山学童の家 川井小学校 巻堀中学校PTA

巻堀小学校 平泉小学校 平田小学校開放利用団体 徳田保育園

手代森小学校 放課後等デイサービスさくら 放課後等デイサービス事業所ゆうやけ 新堀保育園

星北高等学園 星山小学校 更木幼稚園 東山地域防犯協会田河津分会

東慈寺保育園 東水沢保育園 気仙地区防犯協会連合会 水中野球部後援会

水沢ユナイテッドＦＣ 水沢高校野球部 江刺 愛宕保育園 江刺地区防犯協会

江刺愛宕放課後児童クラブ 洋野町立中野中学校 洋野町立中野小学校 洋野町立向田小学校

洋野町立大野中学校 洋野町立大野小学校 洋野町立宿戸中学校 洋野町立宿戸小学校

洋野町立林郷小学校 洋野町立種市中学校 洋野町立種市小学校 洋野町立角浜小学校

浄法寺中学校 湯口中学校 湯本保育園 滝沢中央小学校

滝沢南中学校 滝沢市子ども会育成連合会 滝沢市教育委員会 滝沢市立一本木中学校

滝沢市立一本木小学校 滝沢市立姥屋敷小中学校 滝沢市立柳沢小中学校 滝沢市立滝沢小学校

滝沢村防犯交通安全協会連合会 田野畑村立田野畑小学校 白山放課後子ども教室 盛岡市立みたけ児童センター

盛岡市立下橋中学校 盛岡市立乙部中学校 盛岡市立仁王児童センター 盛岡市立北陵中学校

盛岡市立厨川児童センター 盛岡市立土淵児童センター 盛岡市立城東中学校 盛岡市立城西中学校

盛岡市立好摩小学校 盛岡市立山岸児童センター 盛岡市立山王児童センター 盛岡市立杜陵小学校

盛岡市立桜城児童センター 盛岡市立永井児童センター 盛岡市立津志田児童センター 盛岡市立渋民中学校

盛岡市立玉山中学校 盛岡市立玉山小学校 盛岡市立生出小学校 盛岡市立米内中学校

盛岡市立米内小学校 盛岡市立繋小学校 盛岡市立羽場小学校 盛岡市立青山児童センター

盛岡市立飯岡中学校 盛岡市立飯岡児童センター 盛岡市立飯岡小学校 盛岡市立高松児童センター

盛岡市立黒石野中学校 盛岡東地区防犯協会連合会 盛岡西地区防犯協会連合会 盛岡ＹＭＣＡ

相去保育園 石鳥谷保育園 石鳥谷善隣館保育園 社会福祉法人 北上愛児会 川岸保育園

社会福祉法人 いいとよ保育園 社会福祉法人 愛護会 たんぽぽ保育園 社会福祉法人 江刺保育園 社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

社会福祉法人アリノママ会前沢保育園 社会福祉法人三心会 山田町第一保育所 社会福祉法人三心会 織笠保育園 社会福祉法人北上愛児会 北上保育園

社会福祉法人北上愛児会黒沢尻保育園 社会福祉法人奥州いさわ会 社会福祉法人平和会いわさき認定こども園 社会福祉法人愛護会 地域生活援助事業部会

社会福祉法人愛護会 金ケ崎保育園 社会福祉法人愛護会第二東水沢保育園 社会福祉法人暁泉会暁学園 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

社団医療法人 新和会 種市幼稚園 稲瀬振興会 立花保育園

笹間学童クラブ 米崎中学校 紫波地区地域安全推進協議会 紫波町教育委員会

紫波町立上平沢小学校 紫波町立佐比内小学校 紫波町立古館小学校 紫波町立彦部小学校

紫波町立日詰小学校 紫波町立水分小学校 紫波町立片寄小学校 紫波町立紫波第三中学校

紫波町立西の杜小学校 紫波町立赤沢小学校 紫波町立赤石小学校 紫波町立長岡小学校

縢乃こども園 聖愛ベビーホーム 職業訓練法人釜石職業訓練協会 胆沢キッズクラブ

胆沢笹森放課後児童クラブ 船越小学校 花巻市立八幡小学校 花巻市立南城小学校

花巻市立太田小学校 花巻市立湯本中学校 花巻市立湯本小学校 花巻市立石鳥谷中学校

花巻市立石鳥谷小学校 花巻市防犯協会 花輪ジャイアンツスポーツ少年団 若柳小学校

衣川・衣里放課後児童クラブ 西和賀町立沢内中学校 西和賀町立沢内小学校PTA 西和賀町立湯田中学校

西和賀町立湯田小学校 認定こども園 ひがし幼稚園 認定こども園 姉体幼稚園 認定こども園こばとこども園

認定こども園ともいき 認定こども園専修大学北上幼稚園 豊間根保育園 軽米町立小軽米小学校

軽米町立軽米小学校 遠野市立小友小学校 遠野市立達曽部小学校 遠野市立遠野西中学校

遠野市立附馬牛小学校 遠野市防犯協会連合会 重茂小学校 野田村立野田中学校

金ケ崎町生涯スポーツ事業団 金ケ崎町立三ケ尻小学校 金ケ崎町立永岡小学校 金ケ崎町立第一小学校

金ケ崎町立西小学校 金ケ崎町立金ケ崎中学校 金ヶ崎町立金ヶ崎小学校 釜石市すくすく親子教室

釜石市立上中島こども園 釜石市立双葉小学校 釜石市立平田小学校 釜石市立栗林小学校

釜石市立白山小学校 釜石市立釜石小学校 釜石神愛幼児学園 防災市民メディア協議会

陸前高田市立小友小学校 飯豊小学校 駒形こどもの杜 黒沢尻西地区交流センター

（社福）仰光会 白ゆり乳児苑 ＮＰＯ法人北上学童保育所 ＵＳ水沢ファイターズ

■宮城県 NPO法人塩釜市体育協会 塩釜ガス体育館 あいぐらん保育園長町 えがおの保育園 けせんぬまおひさま保育園

しらとり幼稚園 すくすくゆめの郷こども園 ぞうさんの家 ゆめの杜保育園

ゆりが丘FC よしおか放課後児童クラブ インターナショナルプリスクールピノッチ
オ

キッズフィールドおおがわら園

キッズフィールドみたぞの園 キッズフィールド大清水園 キッズフィールド富沢園 キッズフィールド第2みたぞの園

スウィング・ドルフィンズ バンビ・アイランド角田 ブルーバード保育園 メロン保育園



レインボインターナショナルプリスクール 丸森町立舘矢間小学校 九条学童保育センター 亘理町立荒浜小学校

仙台こども保育園 仙台市立三条中学校 仙台市立仙台高等学校 仙台市立富沢中学校

仙台市立寺岡中学校 仙台市立岩切中学校 仙台市立西多賀小学校PTA 仙台市立西山小学校

円田小学校 写真で伝える被災地 利府町立利府第三小学校 利府町立青山小学校

加美町立賀美石小学校 南三陸町立名足小学校 南三陸町立志津川中学校 双葉保育園

名取市立増田中学校吹奏楽部 向山子供会 唐桑学童保育センター 唐桑幼稚園

塩竈市温水プール 塩釜水泳協会 多賀城市教育委員会 多賀城市桜木南地区子供会

多賀城市立城南小学校 多賀城市立多賀城中学校 多賀城市立多賀城八幡小学校 多賀城市立多賀城小学校

多賀城市立多賀城東小学校 多賀城市立天真小学校 多賀城市立山王小学校 多賀城市立東豊中学校

多賀城市立第二中学校 多賀城市立高崎中学校 大和町もみじケ丘保育所 大和町もみじケ丘児童館

大和町吉岡児童館 大和町吉田児童館 大和町宮床児童館 大和町教育委員会 生涯学習課

大和町杜の丘児童館 大和町消防団鳥屋班 大和町立吉岡小学校 大和町立吉田小学校

大和町立大和中学校野球部 大和町立宮床小学校 大和町立落合小学校 大和町立鶴巣小学校

大和町落合児童館 大和町鶴巣児童館 大崎市立三本木小学校 大張小学校

大河原中学校 部活動 大河原中学校 野球部 大河原町立大河原中学校 大河原町立大河原南小学校

大河原町立大河原小学校 大谷学童保育センター 大郷中学校 大郷町立大郷小学校

学校法人あしのめ学園 学校法人七郷学園七郷幼稚園 学校法人吉野学園若柳よしの幼稚園 学校法人宮城学院

学校法人愛耕学園愛耕幼稚園 学校法人淑徳学園小鳩幼稚園 宮城教育大学附属特別支援学校 宮城県亘理郡亘理町立長瀞小学校

宮城県柴田町立船岡中学校 宮城県栗原市立一迫幼稚園 宮城県栗原市立宮野小学校 宮城県栗原市立富野小学校

宮城県栗原市立志波姫中学校 宮城県栗原市立栗原西中学校 宮城県栗原市立栗駒南小学校 宮城県気仙沼市立津谷中学校

宮城県白石工業高等学校 宮城県白石市立白石中学校 宮城県白石市立福岡中学校 宮城県石巻北高等学校飯野川校

宮城県立仙台南高等学校31 宮城県立支援学校 小牛田高等学園 宮城県立船岡支援学校 宮城県立西多賀支援学校

宮城県立角田支援学校 宮城県蔵王自然の家 宮城県鹿島台商業高等学校PTA 富谷市立日吉台中学校男子ソフトテニス部

富谷市立日吉台小学校 将監けやきっこ放課後教室 将監一丁目 子供会育成会 山元子どもも大人もみんなで遊び隊

山元町立坂元中学校 山元町立山下小学校 山元町立山下第一小学校 山元町立山元中学校

岩月保育所 川崎町立富岡中学校 川崎町立富岡小学校 川崎町立川崎中学校

川崎町立川崎小学校 川崎町立川崎第二小学校 成田中学校部活動配信メール 戸倉小学校

新城学童保育センター 有限会社穂乃香 みずき保育園 村田FC 村田児童館

村田町立村田保育所 村田町立村田小学校 村田町立村田幼稚園 村田町立村田第二中学校

村田町立沼辺幼稚園 村田第一中学校 村田第二小学校 東北歯科技工専門学校

東松島市立大塩小学校 東松島市立大曲小学校 東松島市立宮野森小学校 東松島市立矢本東小学校

東松島市立赤井南小学校 東松島市立赤井小学校 東松島市立鳴瀬桜華小学校 松岩学童保育センター

柴田小学校 柴田町立槻木中学校 柴田町立船岡小学校 栗原市立一迫小学校

栗原市立志波姫小学校 栗原市立栗原南中学校 栗原市立栗駒中学校 栗原市立栗駒小学校

栗原市立瀬峰幼稚園 栗原市立築館中学校 栗原市立築館小学校 栗原市立築館幼稚園

栗原市立花山小学校 栗原市立花山幼稚園 栗原市立若柳小学校 栗原市立萩野小学校

栗原市立金成中学校 栗原市立高清水中学校 栗原市立高清水小学校 栗原市立鶯沢小学校

栗駒バスケットボールスポーツ少年団 栗駒野球スポーツ少年団 気仙沼学童保育センター 気仙沼市ソフトボール協会

気仙沼市子ども家庭課 気仙沼市教育委員会 学校教育課 気仙沼市津谷保育所 気仙沼市立かやの実保育所

気仙沼市立中井小学校 気仙沼市立九条小学校 気仙沼市立内の脇保育所 気仙沼市立唐桑中学校

気仙沼市立唐桑保育所 気仙沼市立唐桑小学校 気仙沼市立大島中学校 気仙沼市立大島小学校

気仙沼市立大谷中学校 気仙沼市立大谷小学校 気仙沼市立大谷幼稚園 気仙沼市立小原木小学校

気仙沼市立小泉小学校 気仙沼市立小泉幼稚園 気仙沼市立崎浜保育所 気仙沼市立新城小学校

気仙沼市立新月中学校 気仙沼市立新月保育所 気仙沼市立月立保育所 気仙沼市立月立小学校

気仙沼市立条南中学校 気仙沼市立松圃幼稚園 気仙沼市立松岩保育所 気仙沼市立松岩小学校

気仙沼市立気仙沼中学校 気仙沼市立気仙沼小学校 気仙沼市立水梨小学校 気仙沼市立波路上保育所

気仙沼市立津谷小学校 気仙沼市立津谷幼稚園 気仙沼市立牧沢きぼう保育所 気仙沼市立病院附属看護専門学校

気仙沼市立階上中学校 気仙沼市立階上保育所 気仙沼市立階上小学校 気仙沼市立面瀬中学校

気仙沼市立面瀬小学校 気仙沼市立馬籠小学校 気仙沼市立馬籠幼稚園 気仙沼市立鹿折こども園

気仙沼市立鹿折小学校 気仙沼教育振興会 津谷学童保育センター 渡波中学校柔道部

瀬峰ソフトバレー教室 瀬峰中学校卒業生 瀬峰小学校 特定非営利活動法人 気仙沼市学童保育運営

特定非営利活動法人フォリクラッセ宮城 登米市立上沼小学校 登米市立南方小学校 登米市立宝江小学校



登米市立石森小学校 白石市南保育園 白石市立大平小学校 白石市立大鷹沢小学校

白石市立小原小・中学校 白石市立深谷小学校 白石市立白川中学校 白石市立白川小学校

白石市立白石第一小学校 白石市立白石第二小学校 白石市立福岡小学校 白石市立越河小学校

白石市第一幼稚園 白石市第二幼稚園 石巻市立中津山第一小学校 石巻市立二俣保育所

石巻市立前谷地保育所 石巻市立前谷地小学校 石巻市立北上こども園 石巻市立北上小中学校

石巻市立北村保育所 石巻市立北村小学校 石巻市立向陽小学校 石巻市立和渕保育所

石巻市立和渕小学校 石巻市立大川保育所 石巻市立大谷地保育所 石巻市立山下中学校

石巻市立広渕小学校 石巻市立東浜小学校 石巻市立桃生幼稚園 石巻市立桃生新田保育所

石巻市立桜坂高等学校 石巻市立河北中学校 石巻市立河北幼稚園 石巻市立河南西中学校

石巻市立牡鹿中学校 石巻市立相川保育所 石巻市立稲井小学校 石巻市立稲井幼稚園

石巻市立荻浜中学校 石巻市立蛇田中学校 石巻市立蛇田保育所 石巻市立雄勝保育所

石巻市立雄勝小・中学校 石巻市立雄勝小学校 石巻市立青葉中学校 石巻市立須江保育所

石巻市立飯野川中学校 石巻市立飯野川保育所 石巻市立飯野川小学校 石巻市立飯野川第二小学校

石巻市立鹿又保育所 石巻市立鹿又小学校 石巻市立鹿妻小学校 石巻赤十字看護専門学校

社会福祉法人 春圃会 社会福祉法人 亮千会 大代保育園 社会福祉法人はらから福祉会 社会福祉法人みらい 鹿島台保育園

社会福祉法人みんなの輪 社会福祉法人愛光福祉会 こばと保育園 社会福祉法人愛光福祉会富沢自由の星保育
園

社会福祉法人愛光福祉会長町自由の星保育
園

社会福祉法人新生会新生保育園 米山町少年野球倶楽部 色麻町立色麻小学校 苦竹一子供会

菅谷台自然塾 蔵王町宮保育所 蔵王町永野保育所 蔵王町立円田中学校

蔵王町立宮中学校 蔵王町立宮幼稚園 蔵王町立平沢小学校 蔵王町立永野小学校

蔵王町立永野幼稚園 蔵王町立永野幼稚園 蔵王町立遠刈田中学校 蔵王町立遠刈田小学校

蔵王町立遠刈田幼稚園 虹っ子・プリズム 角田市立北郷小学校 角田市立枝野小学校

角田市立桜小学校 父母教師会 角田市立西根小学校 角田市立金津中学校 豊水会

金成小中学校 陶芸の里スポーツ公園 階上地域まちづくり振興協議会 階上学童保育センター

面瀬学童保育センター 須江小学校 鹿折中学校 鹿折学童センター

■秋田県 NPO法人留守家庭児童会のしろっこくらぶ あきたチャイルド園 さかき幼稚園・さかき保育園 マチコミ第一小学校

一般社団法人秋田県サッカー協会 三種町立山本中学校 二ツ井小学校 仙北市立神代小学校

学校法人 渟城学園 学校法人渟城学園 放課後教室あすなろ 小坂町立十和田小中学校 東雲中学校

潟上市立天王中学校吹奏楽部親の会 特定非営利活動法人スポーツクラブあきた 秋田北高ソフトボール部 能代市きみまち子ども園

能代市二ツ井子ども園 能代市校長会 能代市浅内保育所 能代市立二ツ井中学校

能代市立向能代小学校 能代市立崇徳小学校 能代市立朴瀬小学校 能代市立渟城南小学校

能代市立第五小学校 能代市立能代南中学校 能代市立能代東中学校 能代市立能代第二中学校

能代市第一保育所 能代市第四保育所 能代市通級指導教室親の会 藤里中学校

認定こども園 東能代幼稚園・保育園 鹿角市立花輪北小学校

■山形県 みどり乳児園 ボス5 南陽市立中川小学校 南陽市立宮内中学校

南陽市立漆山小学校 南陽市立荻小学校 叶水小・中学校 多機能型事業所すまいるはーと

学校法人椎野学園 米沢中央幼稚園 学童保育レインボー 宮内認定こども園 小国小学校

小国町立小国中学校 山形県川西町立小松小学校 山形県立南陽市立宮内小学校 山形県立山形盲学校

川西ラッキースターズ 川西町立中郡小学校 川西町立吉島小学校 川西町立大塚小学校

広幡小学校 放課後児童クラブ のびのびクラブ 特定非営利活動法人すぎの子クラブ 玉庭地区交流センター四方山館

米沢中央高等学校サッカー部保護者会 米沢市南原スポーツ少年団サッカー部 米沢市小学校長会 米沢市立三沢東部小学校

米沢市立三沢西部小学校 米沢市立北部小学校 米沢市立南原小学校 米沢市立塩井小学校

米沢市立東部小学校 米沢市立窪田小学校 米沢市立西部小学校 米沢市立関根小学校

羽陽学園短期大学附属たかだま幼稚園 羽陽学園短期大学附属大宝幼稚園 認定こども園小松幼稚園 認定こども園鈴川第二幼稚園・このみ保育
園

遊佐町立蕨岡小学校 鈴川第二幼稚園 このみ組 風の子クラブ ＮＰＯ法人学童保育所しゃぼん玉クラブ

■福島県 エムポリアム幼稚園ＰＴＡ 学校法人尚志学園緑ケ丘保育園 NPO法人トイボックス 錦町児童クラブ NPO法人白河市体育協会

いわき市立小白井中学校 いわき市立桶売小学校 おひさま幼保総合施設 にしあいづ福祉会

のびっこらんど原町 ほしのこ保育園 もとみや幼児の家保育園 よつば保育園

わかくさ保育園 エムポリアムこども園 エムポリアム並木保育園 カンガルー保育園

ガーデンシティ子ども育成会 キッズサポートこおりやま ケヤキッズかなや保育園 ザベリオこども園

チャイルドハウスとみた ドレミの保育園 プティ保育園 三春町北保育所



三春町立中郷小学校 三春町立中郷幼稚園 三春町立岩江中学校 三春町立岩江幼稚園

三春町立御木沢小学校 三春町第１保育所 三春町第２保育所 中島村児童館輝らキッズ

中島村立中島中学校 中島村立中島幼稚園 中島村立吉子川小学校 中島村立滑津小学校

五百川小学校 仁井田地区育成会 今泉女子専門学校 伊南武道館

伊達崎小学校 会津支援学校竹田校 会津若松ザベリオ学園小学校 会津若松ザベリオ学園幼稚園

南会津町立南会津中学校 南会津町立南郷小学校 南会津町立舘岩幼稚園・小規模保育所 南小泉育成会

南相馬市立かしま保育園 南相馬市立かみまの保育園 南相馬市立上真野小学校 南相馬市立八沢幼稚園

南相馬市立原町あずま保育園 南相馬市立原町さくらい保育園 南相馬市立原町第二小学校 南相馬市立大甕幼稚園

南相馬市立石神中学校 南相馬市立石神第一小学校 南相馬市立福浦小学校 南相馬市立高平幼稚園

南相馬市立鳩原小学校 南相馬市立鹿島幼稚園 双葉幼稚園 双葉第二幼稚園

古亀田A方部子ども会 合唱塾 塙町立常豊小学校 塙町立笹原小学校

多機能型支援ハッピーテラス郡山緑町教室 多田野幼稚園 大島小学校 大方部子供会

大槻中学校 大町キッズベース 天栄村立大里小学校 天栄村立天栄中学校

天栄村立天栄幼稚園 天栄村立広戸小学校 天栄村立湯本中学校 天栄村立湯本小学校

天栄村立牧本小学校 学校法人 本宮幼稚園 学校法人仲川学園 安積町つつみ幼稚園 学校法人佐藤学園開南幼稚園

学校法人小原田幼稚園 学校法人尚志学園尚志幼稚園 学校法人尚志学園尚志緑ケ丘幼稚園 学校法人成田学園 希望ヶ丘こども園

安積黎明高等学校 小山田小学校 尚志高校福島キャンパス 尚志高等学校 通信制課程

岡ノ城保育園 川俣町立福田小学校 平田村立ひらたこども園 平田村立ひらた清風中学校

平田村立小平小学校 庭坂地区青少年健全育成推進会 待池台あおぞら保育園 日中一時支援ピース

日本学校合奏コンクール福島県委員会 星ヶ丘保育園 星槎国際高等学校 郡山学習センター 昭和村立昭和中学校

本宮市立まゆみ保育所 本宮市立五百川幼保総合施設 本宮市立和田幼稚園 本宮市立岩根幼稚園

本宮市立本宮小学校 本宮市立本宮第一保育所 本宮市立本宮第二保育所 本宮市立白沢保育所

本宮市立糠沢幼稚園 東部朝風幼稚園 桑折町立睦合小学校 棚倉中学校

棚倉保育園 棚倉幼稚園 棚倉町立山岡小学校 棚倉町立棚倉小学校

棚倉町立社川小学校 棚倉町立近津小学校 棚倉町立高野小学校・高野幼稚園 浅川町立浅川中学校

特定非営利活動法人 コロロの会 ういんど 特定非営利活動法人あいえるの会 特定非営利活動法人あったかたいむ 白河厚生総合病院付属高等看護学院

白河市おもてごう保育園 白河市さくら保育園 白河市ひがし保育園 白河市わかば保育園

白河市立ひがし幼稚園 白河市立五箇幼稚園 白河市立大信中学校 白河市立大信幼稚園

白河市立大沼幼稚園 白河市立小田川小学校 白河市立小田川幼稚園 白河市立小野田小学校

白河市立白坂幼稚園 白河市立白河南中学校 白河市立表郷小学校 白河市立表郷幼稚園

白河市立関辺小学校 白河市立関辺幼稚園 相馬市立中村第一中学校 相馬市立中村第一小学校

相馬市立向陽中学校 相馬市立山上小学校 相馬市立飯豊小学校 相馬看護専門学校

県北ソフトボールスポ少連絡協議会 矢祭町教育委員会 矢祭町立やまつりこども園 矢祭町立矢祭中学校

矢祭町立矢祭小学校 社会福祉法人 聖母愛真会 こじか保育園 社会福祉法人いわせ長寿会 社会福祉法人向日葵会ひまわり保育園

社会福祉法人堀川愛生園 社会福祉法人聖母愛真会 社川幼稚園 福島ルンビニー幼稚園

福島市立中野小学校 福島市立佐原小学校 福島市立北沢又小学校 福島市立吾妻中学校

福島市立土湯小学校 福島市立平石小学校 福島市立平野中学校 福島市立笹谷小学校

福島市立笹谷幼稚園 福島県いわき市立桶売中学校 福島県いわき市立草野中学校 福島県南会津郡南会津町立伊南小学校

福島県南相馬市立おだか認定こども園 福島県南相馬市立原町第一中学校 福島県南相馬市立高平小学校 福島県大沼郡昭和村立昭和小学校

福島県本宮市立白岩幼稚園 福島県理工専門学校 福島県田村郡三春町立沢石小学校 福島県白河市立白河第五小学校

福島県相馬市立中村第二小学校 福島県相馬市立磯部中学校 福島県相馬市立磯部小学校 福島県石川郡平田村立蓬田小学校

福島県立あぶくま支援学校 福島県立たむら支援学校 福島県立会津支援学校 福島県立大笹支援学校

福島県立富岡支援学校 福島県立平支援学校 福島県立湯本高等学校野球部OB（OG）会 福島県立猪苗代支援学校

福島県立猪苗代高等学校 福島県立相馬支援学校 福島県立石川支援学校 福島県立聴覚支援学校会津校

福島県立聴覚支援学校福島校 福島県立西郷支援学校 福島県立視覚支援学校 福島県立郡山支援学校

福島県立郡山高校チアダンス部保護者 福島県立須賀川支援学校 福島県立須賀川支援学校医大校 福島県総合療育センター

福島県郡山市立 小原田中学校 福島県郡山市立喜久田中学校 福島県郡山市立大田小学校 福島県郡山市立柴宮小学校

福島県郡山市立河内小学校 福島県郡山市立穂積小学校 福島県郡山市立芳山小学校 福島県郡山市立行健小学校

福島県郡山市立逢瀬中学校 福島県郡山市立開成小学校 福島県郡山市立高瀬中学校 福島県音楽教育研究会

緑ケ丘第一小学校 緑ヶ丘東四丁目町内会 船引保育所 芳賀サッカースポーツ少年団

菜の花保育園 虹保育園 西山（二）育成会 西郷村立小田倉小学校

近津幼稚園 郡山のびのび福祉会 郡山ザベリオ学園中学校 郡山ザベリオ学園小学校



郡山ザベリオ学園幼稚園 郡山ペップ子育てネットワーク 郡山女子大学附属幼稚園 郡山婦人会保育所

郡山市中学校長会 郡山市久保田保育所 郡山市久留米水天宮船太鼓振興会 郡山市子ども会連合会久留米支部

郡山市小学校長会 郡山市小学校長会緊急連絡 郡山市放課後児童クラブ 郡山市社会福祉協議会 希望ヶ丘保育所

郡山市社会福祉協議会赤木保育所 郡山市立三和小学校 郡山市立三穂田中学校 郡山市立二瀬中学校

郡山市立喜久田小学校 郡山市立多田野小学校 郡山市立大成小学校 郡山市立大槻小学校

郡山市立守山中学校 郡山市立守山小学校 郡山市立安子島小学校 郡山市立安積中学校

郡山市立安積第一小学校 郡山市立安積第二中学校 郡山市立安積第二小学校 郡山市立宮城中学校

郡山市立宮城小学校 郡山市立富田中学校 郡山市立富田小学校 郡山市立富田東小学校

郡山市立小原田小学校 郡山市立小泉小学校 郡山市立御代田小学校 郡山市立御舘中学校

郡山市立御舘小学校 郡山市立日和田中学校 郡山市立日和田小学校 郡山市立明健中学校

郡山市立明健小学校 郡山市立朝日が丘小学校 郡山市立東芳小学校 郡山市立桃見台小学校

郡山市立桑野小学校 郡山市立桜小学校 郡山市立橘小学校 郡山市立永盛小学校

郡山市立海老根小学校 郡山市立湖南小中学校 郡山市立熱海中学校 郡山市立熱海小学校

郡山市立片平中学校 郡山市立片平小学校 郡山市立田母神小学校 郡山市立白岩小学校

郡山市立緑ケ丘中学校 郡山市立芳賀小学校 郡山市立行健中学校 郡山市立行健第二小学校

郡山市立行徳小学校 郡山市立西田学園 郡山市立赤木小学校 郡山市立郡山第一中学校

郡山市立郡山第七中学校 郡山市立郡山第三中学校 郡山市立郡山第五中学校 郡山市立郡山第六中学校

郡山市立郡山第四中学校 郡山市立高倉小学校 郡山市立高瀬小学校 郡山市緑ヶ丘地区町内会連合会

郡山市音楽教育研究会 郡山第二中学校 醸芳小学校 金透小学校

青田子供育成会 青葉幼稚園 須賀川市うつみね児童クラブ館 須賀川市立小塩江中学校

須賀川支援学校郡山校 ＮＰＯ法人コミュ ＮＰＯ法人ＫＲＣ学舎

■茨城県 KOBUSHI FC LR＋きっず NPO法人 市民支援センターともべ NPO法人太陽子どもクラブSCC

NPO法人滑川ファミリースポーツクラブ hiphopサークル ｂｅａｔ あいぐらん保育園つくばみらい あい保育園守谷駅前

あい保育園富士見ヶ丘 あい保育園百合ヶ丘 あい保育園陽光台 あさひ幼稚園

あゆみ保育園 いしまち認定こども園 いずみ保育園 おおた児童クラブ

おはな保育園 おひさま幼稚園 かすみがうら市わかぐり保育所 かすみがうら市立七会小学校

かすみがうら市立上佐谷小学校 かすみがうら市立下稲吉中学校 かすみがうら市立下稲吉小学校 かすみがうら市立下稲吉東小学校

かすみがうら市立佐賀小学校 かすみがうら市立北中学校 かすみがうら市立千代田中学校 かすみがうら市立千代田義務教育学校

かすみがうら市立安飾小学校 かすみがうら市立宍倉小学校 かすみがうら市立志士庫小学校 かすみがうら市立志筑小学校

かすみがうら市立新治小学校 かすみがうら市立第一保育所 かすみがうら市立美並小学校 かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

かわらご児童クラブ くすのき学園つくば市立吉沼小学校 くれよんクラブ高萩 こどもサークル水戸

こどもサークル筑西 さかいっ子未来塾 さかい元気っ子クラブ さくら保育園

すくすく小規模保育園 すまいるキッズ緑岡保育園 そとの保育園 たけのこ保育園

たまり子育て支援センターるんるん つくし保育園 つくば国際大学東風高等学校 つくば国際大学高等学校

つくば市立今鹿島小学校 つくば市立吾妻学園小学校PTA つくば市立小田小学校 つくば市立茎崎学園 茎崎第二小学校

つくば幼稚園・保育園 つぼみさく保育園 とりで西部ふれあいクラブ にこにこ児童クラブ

にじいろ幼稚園 のびのび広場 桜川店 はぎの杜愛育園 はぐくみの森 あさひ保育園

はとり保育園 はなのわ幼稚園 はなぶさ児童クラブ はなやま児童クラブ

はーとぴあ保育園 桜ノ牧 はーとぴあ保育園石岡 ひたちなか市立平磯小学校 ひたちみなみスポーツクラブ

ひたち野東キッズ会 ひたち野ＲＥＩＳＥフットボールクラブ ひと・まちねっとわーく ひばり保育園

ひまわり学童クラブ みずき児童クラブ みなみさくら保育園 もみの木保育園

やまゆり保育所 ゆうあいスポーツ バスケットボール ゆうゆうクラブ れんげ保育園

エンゼルゆめ保育園 キッズハウスあねもね キッズ・アフタースクール日立 ドレミ幼稚園

フェニックスゴルフクラブ フェニックスバレーボールクラブ フラワータウン藤代自治会 ミーム保育園

ユアササッカークラブ ユーアイの家 ユーアイファクトリー ライフワークサポートなか

リヴェールキッズスクール ルンビニー学園幼稚園 一般社団法人 茨城県教育会 一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ

三村地区子ども会育成連絡協議会 下大野小学校 下妻市教育委員会 下妻市立きぬ保育園

下妻市立上妻小学校 下妻市立下妻中学校 下妻市立下妻保育園 下妻市立下妻小学校

下妻市立千代川中学校 下妻市立大宝小学校 下妻市立大形小学校 下妻市立東部中学校

下妻市立総上小学校 下妻市立騰波ノ江小学校 下妻市議会 下妻特別支援学校

下川崎町内会 下館小学校児童クラブ 中小路児童クラブ 中結城保育園

串挽保育園 久慈児童クラブ 久慈川三育小学校 五台学童保育所



五所SSS 五霞町教育委員会 五霞町立五霞東小学校 五霞町立五霞西小学校

仲町児童クラブ 会瀬児童クラブ 会瀬子ども教室 八千代町立下結城小学校

八千代町立中結城小学校 八千代町立八千代第一中学校 八千代町立安静小学校 八千代町立川西小学校

八千代町立東中学校 八千代町立西豊田小学校 公益法人日立市体育協会 内原特別支援学校

助川児童クラブ 助川子ども教室 北浦中学校 北竜台ふたば文化幼稚園

北茨城市立中郷中学校 北茨城市立石岡小学校 北茨城市立磯原中学校 取手市立吉田小学校

取手市立藤代南中学校 バドミントン部 古河市校長会 古河市立三和中学校 古河市立三和北中学校

古河市立三和東中学校 古河市立上大野小学校 古河市立下大野小学校 古河市立下辺見小学校

古河市立中央小学校 古河市立仁連小学校 古河市立八俣小学校 古河市立古河第一中学校

古河市立古河第一小学校 古河市立古河第三中学校 古河市立古河第二中学校 古河市立古河第五小学校

古河市立古河第六小学校 古河市立名崎小学校 古河市立大和田小学校 古河市立小堤小学校

古河市立総和中学校 古河市立総和北中学校 古河市立諸川小学校 古河市立駒羽根小学校

古河市立駒込小学校 台原団地子供会 同仁東保育園 君田小学校

国分台ふたば保育園 土浦市まちづくり市民会議 土浦市放課後児童クラブ 土浦市立上大津東小学校

土浦市立上大津西小学校 土浦市立下高津小学校 土浦市立乙戸小学校 土浦市立土浦小学校

土浦市立土浦幼稚園 土浦市立土浦第一中学校 土浦市立土浦第二中学校 土浦市立土浦第二小学校

土浦市立土浦第五中学校 土浦市立宍塚小学校 土浦市立斗利出小学校 土浦市立東小学校

土浦市立荒川沖小学校 土浦市立藤沢小学校 土浦市立都和南小学校 土浦市立都和小学校

坂戸幼稚園 坂本児童クラブ 坂本子ども教室 坂東市立七郷小学校

坂東市立七重小学校 坂東市立中川小学校 坂東市立内野山小学校 坂東市立南中学校

坂東市立岩井中学校 坂東市立岩井第一小学校 坂東市立岩井第二小学校 坂東市立弓馬田小学校

坂東市立東中学校 坂東市立沓掛小学校 坂東市立猿島中学校 坂東市立猿島幼稚園

坂東市立生子菅小学校 坂東市立神大実小学校 坂東市立認定こども園ひまわり 坂東市立認定こども園ふたば

坂東市立逆井山小学校 坂東市立長須小学校 坂東市立飯島小学校 城里町立七会中学校

城里町立七会小学校 城里町立常北中学校 城里町立常北小学校 城里町立桂中学校

城里町立桂小学校 城里町立沢山小学校 城里町立石塚小学校 堀あさひこども園

塙山子ども教室 境いずみ保育園 境スポーツクラブ 境トリニタス

境フットボールクラブ 境町サッカー少年団 境町スポーツ協会 境町スポーツ協力員

境町スポーツ少年団 境町教育委員会 境町教育委員会生涯学習課社会体育係 境町立境小学校

境町立境第一中学校 境町立境第二中学校 境町立森戸小学校 境町立猿島小学校

境町立長田小学校 境町立静小学校 多賀さくら認定こども園 大みか児童クラブ

大久保児童クラブ 大久保子ども教室 大子町立だいご小学校 大子町立上小川小学校

大子町立大子中学校 大子町立大子幼稚園 大宝保育園 大形小学校児童保育クラブ

大沼児童クラブ 大洗かもめ保育園 大洗町役場こども課 大洗町立南小学校

大洗町立大洗小学校 大洗町立第一中学校 大洗町立第一保育所 大田っ子放課後児童クラブ

天川子ども会育成会 学園の森アカデミー館 学校法人 安田学園 アカデミア幼稚園 学校法人わかば学園 ひなの里保育園

学校法人小野学園諏訪かおる幼稚園 学校法人愛泉学園 学校法人桜井学園 学校法人細谷学園 細谷高等専修学校

学童保育園子コロっコロ 学童保育園子コロっコロ本米崎クラブ 宗道小学校 宗道小学校児童保育クラブ

宗道小学校第二児童保育クラブ 宮田児童クラブ 富士見ヶ丘小学校 小川南中学校

小木津聖徳保育園 小美玉市放課後子どもプラン 小美玉市立よつば幼稚園 小美玉市立上吉影小学校

小美玉市立下吉影小学校 小美玉市立堅倉小学校 小美玉市立小川北中学校 小美玉市立小川南小学校

小美玉市立小川小学校 小美玉市立橘小学校 小美玉市立玉里北小学校 小美玉市立玉里学園義務教育学校

小美玉市立玉里小学校 小美玉市立玉里東小学校 小美玉市立竹原小学校 小美玉市立納場小学校

小美玉市立納場幼稚園 小美玉市立羽鳥小学校 小美玉市立野田小学校 少林寺拳法稲敷スポーツ少年団

山方保育所 山田町子ども会育成会 山部児童クラブ 峰友会

川島保育園 常総市ほっとサタデー教室 常総市放課後児童クラブ 常総市水海道第一保育所

常総市水海道第三保育所 常総市水海道第二保育所 常総市水海道第五保育所 常総市水海道第六保育所

常総市水海道第四保育所 常総市立三妻小学校 常総市立五箇小学校 常総市立大生小学校

常総市立大花羽小学校 常総市立守谷高等学校 常総市立岡田小学校 常総市立水海道中学校

常総市立水海道小学校 常総市立水海道西中学校 常総市立玉小学校 常総市立石下中学校

常総市立石下小学校 常総市立石下西中学校 常総市立絹西小学校 常総市立菅原小学校

常総市立菅生小学校 常総市立豊岡小学校 常総市立豊田小学校 常総市立飯沼小学校



常総市立飯沼幼稚園 常総市立鬼怒中学校 常陸大宮市立大賀保育所 常陸大宮市立大賀小学校

常陸大宮市立山方南小学校 常陸大宮市立御前山中学校 常陸大宮市立美和認定こども園 常陸太田市うぐいすこども園

常陸太田市さとみこども園 常陸太田市すいふこども園 常陸太田市のぞみこども園 常陸太田市宮ノ脇保育園

常陸太田市木崎保育園 常陸太田市立世矢中学校 常陸太田市立世矢幼稚園 常陸太田市立久米小学校

常陸太田市立久米幼稚園 常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市立太田進徳幼稚園 常陸太田市立山田小学校

常陸太田市立幸久小学校 常陸太田市立幸久幼稚園 常陸太田市立水府小中学校 常陸太田市立水府小学校

常陸太田市立西小沢小学校 常陸太田市立郡戸小学校 常陸太田市立里美小・中学校 常陸太田市立金砂郷小学校

常陸太田市立金砂郷小学校 幼保連携型認定こども園戸頭さくらの森 成沢児童クラブ 成沢小学校PTA

手代木南小学校 放課後児童クラブ「シルバー・キッズ」 放課後児童クラブるんるん 放課後子ども教室（C-lover）

放課後等デイびび 放課後等デイサービス どんぐりの森 放課後等デイサービスかすたねっと 放課後等デイサービスすてっぷ

教育学部附属特別支援学校 新住吉子供会 新治学園義務教育学校 日の出こども園

日立トランポリンクラブ 日立市 放課後子ども教室 日立市おおくぼ保育園 日立市おおせ保育園

日立市おおもり保育園 日立市かみちょう保育園 日立市かみね保育園 日立市くじ保育園

日立市じゅうおう保育園 日立市みずき保育園 日立市ゆなご保育園 日立市教育委員会 放課後児童対策室

日立市立はなやま認定こども園 日立市立みやた認定こども園 日立市立中小路小学校 日立市立中里中学校

日立市立中里小学校 日立市立仲町小学校 日立市立会瀬小学校 日立市立助川中学校

日立市立助川小学校 日立市立十王中学校 日立市立塙山小学校 日立市立多賀中学校

日立市立大久保小学校 日立市立大沼小学校 日立市立大沼幼稚園 日立市立宮田小学校

日立市立山部小学校 日立市立平沢中学校 日立市立日立特別支援学校 日立市立日高中学校

日立市立日高小学校 日立市立東小沢小学校 日立市立櫛形小学校 日立市立櫛形幼稚園

日立市立水木小学校 日立市立河原子中学校 日立市立河原子小学校 日立市立油縄子小学校

日立市立泉丘中学校 日立市立滑川中学校 日立市立滑川小学校 日立市立田尻小学校

日立市立田尻幼稚園 日立市立諏訪小学校 日立市立豊浦中学校 日立市立豊浦小学校

日立市立豊浦幼稚園 日立市立金沢幼稚園 日高児童クラブ 旭保育園

有料版テスト施設 有料版テスト用300_1 有料版テスト用300_2 有料版テスト用300_3

有料版テスト用300_4 有料版テスト用300_5 木崎学童保育所 本町すぎな子供会

東さくら保育園 東小児童クラブ 父母の会 東小児童クラブ 父母の会 東野子供会

松ヶ丘認定こども園 桜ノ牧保育園 桜ヶ丘町育成会 桜川市立やまと幼稚園

桜川市立岩瀬東中学校 桜川市立桃山中学校 桜川市立紫尾小学校 森山聖徳保育園

横堀学童保育所 櫛形児童クラブ 水戸すんゆう三の丸つばめ学童スクール 水戸市ふれあいの館

水戸市子ども発達支援センター五軒分室 水戸市立 双葉台保育園 水戸市立 若宮保育所 水戸市立一の牧保育所

水戸市立三の丸小学校 水戸市立上大野小学校 水戸市立五軒小学校 水戸市立五軒幼稚園

水戸市立内原中学校 水戸市立内原認定こども園 水戸市立千波中学校 水戸市立千波小学校

水戸市立千波幼稚園 水戸市立吉田が丘幼稚園 水戸市立吉田小学校 水戸市立城東保育所

水戸市立城東小学校 水戸市立城東幼稚園 水戸市立堀原小学校 水戸市立大場小学校

水戸市立妻里小学校 水戸市立妻里幼稚園 水戸市立寿小学校 水戸市立寿幼稚園

水戸市立常磐小学校 水戸市立常磐幼稚園 水戸市立平須保育所 水戸市立新原保育所

水戸市立新荘小学校 水戸市立杉山保育所 水戸市立柳河小学校 水戸市立梅が丘小学校

水戸市立梅が丘幼稚園 水戸市立河和田保育所 水戸市立河和田小学校 水戸市立浜田小学校

水戸市立浜田幼稚園 水戸市立渡里保育所 水戸市立渡里小学校 水戸市立白梅保育所

水戸市立石川中学校 水戸市立石川小学校 水戸市立稲荷第一小学校 水戸市立稲荷第一幼稚園・常澄保育所

水戸市立稲荷第二小学校 水戸市立稲荷第二幼稚園 水戸市立笠原幼稚園 水戸市立第一中学校

水戸市立第三中学校 水戸市立第二中学校 水戸市立第五中学校 水戸市立緑岡中学校

水戸市立緑岡保育所 水戸市立緑岡小学校 水戸市立緑岡幼稚園 水戸市立見川小学校

水戸市立見川幼稚園 水戸市立赤塚小学校 水戸市立酒門小学校 水戸市立酒門幼稚園

水戸市立飯富中学校 水戸市立飯富小学校 水戸市立鯉淵小学校 水木子ども教室

水海小学校 池の川幼稚園 油縄子児童クラブ 滑川児童クラブ

滑川聖徳保育園 滝田子ども会 潮来市立あやめこども園 潮来市立延方小学校

潮来市立日の出中学校 潮来市立津知小学校 潮来市立潮来小学校 潮来市立潮来第一中学校

潮来市立潮来第二中学校 潮来市立牛堀小学校 牛久南中学校 牛久市立おくの義務教育学校

牛久市立ひたち野うしく中学校 牛久市立ひたち野うしく小学校 牛久市立下根中学校 牛久市立中根小学校

牛久市立岡田小学校 牛久市立牛久第一中学校 牛久市立牛久第三中学校 牛久市立牛久第二小学校



牛久市立神谷小学校 牛堀中学校部活動 特養グリーンヒル千代田 猿島小児童クラブ

玉造中学校野球部父母会 玉里中学校 玉里保育園 玉里第二保育園

瓜連学童保育所 田尻児童クラブ 田尻子ども教室 県北女性校長教頭会

真弓地区自警団 矢田部ジュニア体操クラブ 石岡ひまわり保育園 石岡中学校

石岡市こども福祉課 石岡市公立児童クラブ 石岡市教育委員会 石岡市立みなみ保育所

石岡市立やさと中央保育所 石岡市立三村小学校 石岡市立児童センター 石岡市立児童館

石岡市立八郷中学校 石岡市立北小学校 石岡市立南小学校 石岡市立吉生小学校

石岡市立国府中学校 石岡市立園部中学校 石岡市立園部保育所 石岡市立園部小学校

石岡市立城南中学校 石岡市立小幡小学校 石岡市立小桜小学校 石岡市立府中中学校

石岡市立府中小学校 石岡市立恋瀬小学校 石岡市立杉並小学校 石岡市立東小学校

石岡市立東幼稚園 石岡市立東成井小学校 石岡市立林小学校 石岡市立柿岡小学校

石岡市立石岡小学校 石岡市立第1保育所 石岡市立第２保育所 石岡市立葦穂小学校

石岡市立高浜小学校 石川地区青少年育成会 石鶏舘 社会福祉法人 征峯会 ピアしらとり

社会福祉法人 愛孝会 豊浦さくら保育園 社会福祉法人共愛福祉会恵泉保育園 社会福祉法人夢の種 南高野保育園 社会福祉法人平会 石田保育園

社会福祉法人愛の会 はーとぴあ保育園 社会福祉法人慶育会 社会福祉法人東雲会 小貝保育園 社会福祉法人認定こども園なさき

神栖市有害情報対策運営委員会 神栖市立波崎第二中学校 稲敷市立新利根中学校 稲敷市立江戸崎小学校

稲敷市立阿波小学校 笠原保育園 笠間市立みなみ学園義務教育学校 笠間市立宍戸小学校

笠間市立岩間第三小学校 笠間市立笠間小学校 筑西ファミリーサポートセンターまんま 筑西市教育委員会指導課

筑西市教育委員会生涯学習課 筑西市立上野小学校 筑西市立下館中学校 筑西市立下館北中学校

筑西市立下館南中学校 筑西市立下館小学校 筑西市立下館西中学校 筑西市立中小学校

筑西市立伊讃小学校 筑西市立協和中学校 筑西市立協和保育所 筑西市立古里小学校

筑西市立嘉田生崎小学校 筑西市立大村小学校 筑西市立小栗小学校 筑西市立川島小学校

筑西市立新治小学校 筑西市立明野中学校 筑西市立明野幼稚園 筑西市立村田小学校

筑西市立河間小学校 筑西市立竹島小学校 筑西市立認定こども園せきじょう 筑西市立長讃小学校

筑西市立関城中学校 筑西市立関城東小学校 筑西市立関城西小学校 筑西市立養蚕小学校

筑西市立鳥羽小学校 納場保育園 結城ひかり幼稚園 結城中学校

結城小学校学童クラブ 結城市教育委員会 結城市立上山川小学校 結城市立城西小学校

結城市立山川小学校 結城市立江川北小学校 結城市立江川南小学校 結城市立結城南中学校

結城市立結城小学校 結城市立結城東中学校 結城市立絹川小学校 結城西小学校

絹ふたば文化幼稚園 総上小学校児童保育クラブ 総和高等学校 美浦特別支援学校

翔洋学園高等学校 日立学習センター 翔洋学園高等学校土浦学習センター 老人保健施設さくら 聖徳保育園

脇山子ども会 自立支援学習センターしとく館放課後デイ 芳野学童保育所 若草明徳保育園

若草明徳幼稚園 茨城YMCA 茨城大学教育学部附属中学校 茨城大学教育学部附属小学校

茨城大学教育学部附属幼稚園 茨城工業高等専門学校・有朋寮 茨城町立大戸小学校 茨城町立大戸幼稚園

茨城町立沼前小学校 茨城町立葵小学校 茨城町立長岡小学校 茨城町立青葉小学校

茨城県かすみがうら市大塚児童館 茨城県土浦市立山ノ荘小学校 茨城県土浦市立東小学校 茨城県土浦市立神立小学校

茨城県土浦市立都和公民館 茨城県小美玉市立元気っ子幼稚園 茨城県小美玉市立玉里幼稚園 茨城県常陸太田市立世矢小学校

茨城県常陸太田市立峰山中学校 茨城県水戸市立国田義務教育学校 茨城県猿島郡五霞町立五霞中学校 茨城県石岡市立瓦会小学校

茨城県立三和高等学校 茨城県立下妻第一高等学校 茨城県立北茨城特別支援学校 茨城県立協和特別支援学校

茨城県立友部東特別支援学校 茨城県立取手第一高等学校 茨城県立図書館 茨城県立土浦特別支援学校

茨城県立境高等学校 茨城県立大子特別支援学校 茨城県立岩井高等学校 茨城県立常陸太田特別支援学校

茨城県立水戸南高等学校定時制PTA 茨城県立水戸飯富特別支援学校 茨城県立江戸崎総合高等学校 茨城県立盲学校

茨城県立結城特別支援学校 茨城県立緑岡高等学校 茨城県立霞ヶ浦聾学校 茨城県筑西市立五所小学校

茨城県筑西市立大田小学校 茨城県行方市立玉造小学校 茨城県鉾田市立 鉾田幼稚園 茨城県鉾田市立上島西小学校

茨城県高萩市立東幼稚園 茨城高専ラボ 茨城高専同窓会（茨香会） 菅谷学童保育所

菅谷小学校 菅谷小学校 菅谷東学童保育所 菅谷西学童保育所

菅谷西学童保育所 菩提山道場 行方市立北浦小学校 行方市立麻生東小学校

西原保育園 認定こども園 こひつじ園 認定こども園 はぐろ保育園 認定こども園 ひかり幼稚園

認定こども園 ふたば幼稚園 認定こども園 エンゼルスポーツ幼稚園 認定こども園 美野里 認定こども園すずのき

認定こども園ひかり幼稚園 認定こども園協和なかよし園 認定こども園茨城町立沼前幼稚園 認定こども園茨城町立沼前幼稚園

諏訪児童クラブ 豊加美学童クラブとよっこ園 豊加美小学校 豊浦児童クラブ

遊徳保育園 那珂市地域子育て支援センター 那珂市立五台小学校 那珂市立横堀小学校



那珂市立芳野小学校 那珂市立菅谷西小学校 那珂市立額田小学校 那珂市菅谷保育所

郷英サポーター 金沢児童クラブ 鉾田北小学校 鉾田市校長園長会

鉾田市立つばさ幼稚園 鉾田市立上島東小学校 鉾田市立串挽小学校 鉾田市立大洋小学校

鉾田市立旭北小学校 鉾田市立旭南小学校 鉾田市立旭幼稚園 鉾田市立旭東小学校

鉾田市立旭西小学校 鉾田市立白鳥東小学校 鉾田市立白鳥西小学校 鉾田市立諏訪小学校

鉾田市立鉾田北幼稚園 鉾田市立鉾田南中学校 鉾田市立鉾田南小学校 鉾田市立青柳小学校

長岡幼稚園 長田小児童クラブ 関城東小学校学童クラブ 関川小学校

阿見町立舟島小学校 障がい児児童クラブ 霞ヶ浦北小学校 霞ヶ浦南小学校

霞ヶ浦高等学校附属中学校 静小児童クラブ 非営利型一般社団法人 緒川生涯現役計画 額田地区子ども会育成連絡協議会

額田学童保育所 騰波ノ江小学校学童クラブ 高萩ジュニア体操クラブ 高萩ユナイテッドFC

高萩小学校 高萩市教育委員会 高萩市立たかはぎ認定こども園 高萩市立東小学校

高萩市立松岡中学校 高萩市立松岡小学校 高萩市立松岡幼稚園 高萩市立秋山中学校

高萩市立秋山小学校 高萩市立秋山幼稚園 高萩市立第一幼稚園 高萩市立高萩中学校

高萩市立高萩保育所 高道祖小学校 鹿嶋市立大同東小学校 鹿嶋市立豊津小学校

鹿嶋市立高松小学校 黒内小学校PTA本部 ＮＰＯ法人里山を守る会 わんぱく自然塾

■栃木県 NPO法人和音 いのくら児童クラブ マロニエ保育園 下野市立吉田東小学校 両郷中央小学校

丸山育成会 乙女小学校 たんぽぽの会 今市ジュニア 佐久山小学校

佐良土小学校 作新学院中等部野球部 保育所 ちびっこランド 鹿沼園保育所 児童発達支援事業所 ミニヨンズラボ

国際ファッションビューティ専門学校 城北子ども会育成会 城北小りんご学童クラブ 塩原小中学校

壬生町JSC 壬生町立とおりまち保育園 大室ミニバスケットボール 大田原中学校

大田原市教育委員会 大田原市立大田原小学校 奥沢小学校 宇田川小学校

宇都宮市立今泉小学校 宇都宮市立陽光小学校 宇都宮青葉高等学園同窓会 富屋特別支援学校鹿沼分校

小山市消防団 小山市立乙女中学校 小山市立小山城北小学校 小山市立東城南小学校

小山市立東城南小学校PTA 小山市立桑中学校 小山市立美田中学校 小山市立羽川小学校

小山市立羽川西小学校 小山市立豊田中学校 小山市立間々田中学校 小来川小中学校

川西小学校 市塙学童あおばクラブ 市野沢小学校 日光市校長会

日光市瀬尾育成会 日光市立下原小学校 日光市立中宮祠小中学校 日光市立今市中学校

日光市立今市第二小学校 日光市立大室小学校 日光市立大桑小学校 日光市立小百小学校

日光市立所野小学校 日光市立日光中学校 日光市立東中学校 日光市立清滝小学校

日光市立湯西川小中学校 日光市立猪倉小学校 日光市立落合中学校 日光市立落合東小学校

日光市立落合西小学校 日光市立藤原中学校 日光市立豊岡中学校 日光市立轟小学校

日光市立鬼怒川小学校 日本赤十字社栃木県支部救急法奉仕団 栃木県日光市立今市小学校 栃木県日光市立安良沢小学校

栃木県日光市立小林中学校 栃木県日光市立小林小学校 栃木県日光市立栗山小中学校 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校音楽
部

栃木県立富屋特別支援学校 栃木県鹿沼市立北小学校 栃木県鹿沼市立北押原中学校 栃木県鹿沼市立清洲第二小学校

株式会社サトーホーム 太陽さんさん保育園 湯津上中学校 湯津上小学校 烏山中学校

烏山保育園 特定非営利活動法人毎日クリスマス 石上小学校 石川げんきくらぶ

社会福祉法人桜美会さくら保育園 紫塚小学校 羽川小学童クラブ 羽田小学校

若草中学校 菊東なかよしクラブ 萱橋小学校 薄葉小学校

蛭田小学校 西原小学校 親園中学校 親園小学校

豊田北小学校 足尾小学校 足尾中学校 那須塩原市立共英小学校 那須塩原市立大貫小学校

野崎中学校 金丸小学校 金田北中学校 金田南中学校

須賀川小学校 高根沢町立中央小学校 高根沢町立西小学校 鹿沼市あおば園

鹿沼市こじか保育園 鹿沼市なんま保育園 鹿沼市にっこり保育園 鹿沼市南保育園

鹿沼市小中学校長会 鹿沼市板荷児童館 鹿沼市立みなみ小学校 鹿沼市立上南摩小学校

鹿沼市立上粕尾小学校 鹿沼市立中央小学校 鹿沼市立加園小学校 鹿沼市立加蘇中学校

鹿沼市立北押原小学校 鹿沼市立北犬飼中学校 鹿沼市立南押原中学校 鹿沼市立南押原小学校

鹿沼市立南摩中学校 鹿沼市立南摩小学校 鹿沼市立東中学校 鹿沼市立東小学校学校支援ボランティア

鹿沼市立板荷中学校 鹿沼市立板荷小学校 鹿沼市立楡木小学校 鹿沼市立永野小学校

鹿沼市立池ノ森小学校 鹿沼市立清洲第一小学校 鹿沼市立石川小学校 鹿沼市立粕尾小学校

鹿沼市立粟野中学校 鹿沼市立菊沢東小学校 鹿沼市立菊沢西小学校 鹿沼市立西中学校

鹿沼市立西小学校 鹿沼市粟野保育園 鹿沼市西保育園 黒羽中学校



黒羽小学校

■群馬県 こどもプラス館林/ Kidsプラス さとみ保育園 つつじ野子供会・育成会 にしのもりこども園

ヒューマンキャンパス高校 高崎 下小塙第２子ども育成会 北地区児童クラブ 宮郷第二小学校PTA

幼保連携型認定こども園のぞみ幼稚園 沼田市立升形小学校

■埼玉県 クマさん保育所東大成園 (福）ひふみ会 ワールド保育園 NPO学童保育おおみや蓮沼小学童保育の会 NPO法人春野のびる学童クラブ

NPO法人梨の実クラブ WISEBUG ENGLISH あいの木保育園 あおぞら学童保育クラブ

あしたばこども園 あずさ保育園 あぜがみりんご保育園 あやの幼稚園

あゆみ保育園 おおぞら保育園 かんな福祉専門学校 きらきら学童保育クラブ

さいたま市沼影放課後児童クラブ さいたま市立大東小学校チャレンジスクー
ル

さいたま市立宮前小学校PTA さいたま市立指扇北小学校ＰＴＡ

さいたま市立美園北小学校 さいたま市立美園小学校 さくら保育園 さつき保育園

しんせい幼稚園 そよかぜ保育園 ときがわ町立明覚小学校 ときがわ町立玉川中学校

ときがわ町立玉川保育園 ときがわ町立玉川小学校 ときがわ町立萩ヶ丘小学校 ときがわ町立都幾川中学校

ときわぎこども園 となりのすまいる保育園 ひかわ幼稚園 まちの背守り保育『じぃじとばぁばの宝物
』

みさと団地幼稚園 みずほ保育園与野本町 みずほ保育園東仲町 みずほ保育園浦和北口

みつばちBunBun保育園 みつもり保育園 みらいステップさいたま辻園 みらいステップ南浦和園

ゆたか保育園 よしみけやき保育所 よつもり保育園 わせだっこ中央保育園

アスナル学習支援教室 ウェルネス保育園志木 ウェルネス保育園東松山 エバーキッズ蕨保育園

エルシーワークス株式会社 キッズフィールド春日部園 クマさん保育所宮原園 コクーン保育園

ココファンナーサリー北上尾 ココファン・ナーサリーさいたま新都心 ココファン・ナーサリーレインボースクー
ル

ココファン・ナーサリー武蔵浦和保育園

ココファン・ナーサリー浦和 ココファン・ナーサリー浦和前地 スターファーム保育園 ドレミナーサリー

ハッピーテラス春日部教室 ボーイスカウトさいたま北地区 ボーイスカウトさいたま第１団 ボーイスカウト川越9団育成会

ミルキーホーム川越園 ルーテルKids 一般社団法人 童夢館竹の子 七本木児童館

七郷学童保育室 子どもの森 三丁目すまいる保育園 三田川小学校 三郷市立前間小学校

三郷市立北中学校 三郷市立彦糸小学校 三郷市立後谷小学校 三郷市立早稲田小学校

三郷市立桜小学校 三郷市立立花小学校 三郷市立高州小学校 三郷市立高州東小学校

上尾小学校 第三学童 上尾市立上平北小学校ＰＴＡ 上尾市立大石南小学校PTA 上尾市ＰＴＡ連合会

上戸学童保育室 上木崎小学校チャレンジスクール 上里町東児童館 上里町立 中央保育園

上里町立 長幡保育園 上里町立七本木小学校 上里町立上里中学校 上里町立上里北中学校

上里町立上里東小学校 上里町立神保原小学校 上里町立賀美小学校 上里町立長幡小学校

上銀谷子供会 上青木南小学校PTA執行部 上青木西北町会育成部 下田保育園

中央学童クラブ 中央学童保育室 中島小学校チャレンジスクール・ウルラ 中浦和まりーな保育園

丹荘保育所 亀久保ひまわり保育園 今成学童保育室保護者会 今羽保育園

伊佐沼すまいる保育園 伊奈中学校ＰＴＡ 伊奈南小学校PTA 伊奈町立伊奈中学校

伊奈町立南中学校 伊奈町立小室小学校 伊奈町立小室小学校PTA 伊奈町立小針中学校

伊奈町立小針中学校PTA 伊奈町立小針北小学校 伊奈町立小針小学校 保育園NATURAL HOUSE 日進園

保育園NATURAL HOUSE 武蔵浦和園 保育園キッズマリーナ 保育園キッズ・マリーナ武蔵浦和園 保育園キッズ・マリーナ浦和園

保育園ナチュラル 上尾本町園 保育園ナチュラル浦和園 保育園ミルクハウス 保育園ミルクハウス ポケット

元郷まりーな保育園 児玉保育園 入間市立上藤沢中学校 入間市立金子小学校

八潮学園 前川第一町会 加治けやきクラブ 北大宮クマさん保育所

北本エンジェルソフトテニスクラブ 北本市立北小学校 北本市立北本中学校 北本市立宮内中学校

北越谷幼稚園 北足立郡伊奈町立南小学校 十文字女子大附属幼稚園 南古谷学童保育室

南浦和クローバー保育園 吉川幼稚園 吉見町学童保育所いちごクラブ 吉見町役場

吉見町立北小学校 吉見町立南小学校 吉見町立吉見中学校 吉見町立東第一小学校

吉見町立東第二小学校 吉見町立西小学校 名細学童保護者会 和光市立第四小学校けやきの会

国神保育園 国神学童保育所 国際学院高等学校 国際学院高等学校通信制課程

土曜講座伏見組 坂戸さくら保育園 坂戸ろう学園 坂戸市立勝呂小学校

埼玉YMCA 埼玉大学澤崎研究室 埼玉県児玉郡美里町立東児玉小学校 埼玉県児玉郡美里町立松久小学校

埼玉県北本市立中丸東小学校ＰＴＡ 埼玉県吉川市立旭小学校 埼玉県学校図書館協議会 埼玉県川口市立南中学校

埼玉県川口市立芝富士小学校 埼玉県本庄市立仁手小学校 埼玉県本庄市立児玉小学校 埼玉県本庄市立共和小学校

埼玉県本庄市立旭小学校 埼玉県本庄市立本庄西小学校 埼玉県本庄市立金屋小学校 埼玉県理容美容専門学校



埼玉県神川町立神川中学校 埼玉県立けやき特別支援学校 埼玉県立上尾特別支援学校 埼玉県立和光特別支援学校

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校 埼玉県立川越特別支援学校 埼玉県立本庄特別支援学校 埼玉県立東松山特別支援学校

埼玉県立毛呂山特別支援学校 埼玉県立狭山特別支援学校 埼玉県立騎西特別支援学校 埼玉県越谷市立光陽中学校PTA

埼玉県越谷市立明正小学校ＰＴＡ 埼玉県飯能市立飯能第一中学校 大宮西小学校ＰＴＡ 大東保育園

大東東学童保育室 保護者会 大東西学童保育室 保護者会 太陽さんさん白岡園 太陽の子 とだ笹目学童保育室

太陽の子 南鳩ヶ谷駅前保育園 太陽の子 堀の内保育園 太陽の子 大谷口保育園 太陽の子とだ笹目保育園

太陽の子下戸田保育園 太陽の子北戸田保育園 太陽の子川口幸町保育園 太陽の子武蔵浦和保育所

学校法人 柳下学園 やまと幼稚園 学校法人 清月学園 清月幼稚園 学校法人ワタナベ学園 霞ヶ関幼稚園 学校法人伊集学園小手指幼稚園

学校法人小林学園真由美幼稚園 学研ココファン・ナーサリー川口芝 学童保育おしゃもじ山クラブ 学童保育所 ときがわしいの子会

学童保育所ひまわりクラブ 宮原小学童保育の会 クローバークラブ 宮原西口クマさん保育所 寄居町役場 子育て支援課

寄居町立城南中学校 寄居町立寄居小学校 寄居町立桜沢小学校 寄居町立用土小学校

寄居町立男衾中学校 富士見市立水谷中学校 小川小学校PTA 小江戸川越第九の会合唱

小針北小学校PTA 小針小学校PTA 小鹿野中学校 小鹿野小学校

小鹿野町立おがのこども園 小鹿野町立おがの保育所 小鹿野町立両神小学校 山田保育園

岡の島自治会防犯 嵐山町立七郷小学校 嵐山町立嵐山幼稚園 嵐山町立志賀小学校

嵐山町立玉ノ岡中学校 嵐山町立菅谷中学校 嵐山町立菅谷小学校 川口まりーな保育園

川口安行まりーな保育園 川口市PTA連合会 川口市立中居小学校ＰＴＡ 川口市立仲町小学校

川口市立元郷中学校 川口市立十二月田中学校 川口市立十二月田小学校 川口市立在家中学校

川口市立幸町小学校 川口市立慈林小学校 川口市立朝日西小学校 川口市立柳崎小学校

川口市立舟戸小学校 川口市立舟戸幼稚園 川口市立芝中学校 川口市立芝小学校

川口市立芝西小学校 川口市立西中学校 川口市立辻小学校PTA 川口市立里小学校PTA

川口市立領家中学校 川口市立領家小学校 川口市立鳩ヶ谷小学校 川柳小学校

川越なかよし幼稚園 川越フェニックス 川越七歩保育園 川越保育をよくする会

川越市PTA連合会 川越市山田学童保育室 川越市立中央小学校 川越市立今成小学校

川越市立仙波小学校 川越市立仙波小学校学童保育室 川越市立初雁中学校 川越市立南古谷小学校

川越市立名細中学校 川越市立城南中学校 川越市立大東東小学校 川越市立富士見中学校

川越市立寺尾学童 川越市立寺尾小学校PTA 川越市立川越第一小学校 川越市立川越西中学校

川越市立月越小学校PT会 川越市立東中学校 川越市立泉小学校 川越市立牛子小学校

川越市立福原中学校 川越市立芳野小学校 川越市立野田中学校 川越市立霞ヶ関中学校

川越市立霞ヶ関北小学校 川越市立霞ヶ関小学校 川越市立霞ヶ関東中学校PTA 川越市立霞ヶ関西中学校

川越市立霞ヶ関西小学校 川越市立高階南小学校 川越市立高階西中学校 川越市立高階西小学校

川越特別支援学校川越たかしな分校 川越西小学校学童保育 市民参加推進課 幼保連携型認定こども園 越谷さくらの森

広谷小学校学童 志賀学童保育室てんとう虫クラブ 戸塚南小あすぱるエコクラブ 戸田公園クマさん保育所

戸田市立新曽北小学校 PTA 所沢市立こばと児童館 所沢市立上新井小学校 所沢市立北中小学校

放課後等デイサービス チームかるみあ 新倉小学校PTA 新宿小学校学童保育室 新座市立栗原小学校

日の出保育園 明星保育園 星槎国際高等学校 星槎国際高等学校 川口キャンパス

星野キッズ 春日部市立宝珠花小学校 春日部市立東中学校 春日部市立江戸川小中学校

春日部市立牛島小学校 春日部市立立野小学校 春日部市自治会連合会 本庄すみれ幼稚園

本庄市教育委員会 本庄市立いずみ保育所 本庄市立中央小学校 本庄市立児玉中学校

本庄市立北泉小学校 本庄市立本庄南中学校 本庄市立本庄南小学校 本庄市立本庄東中学校

本庄市立本庄東小学校 本庄市立本庄西中学校 本庄市立秋平小学校 本庄市立藤田小学校

本庄旭幼稚園 本庄東幼稚園 本庄青葉幼稚園 本町ハッピーくらぶ

本町小ＰＴＡ 杏ほいくえん 東三番街自主防災 東大成小学校PTA

東昌保育園 東昌第二保育園 東間5・6丁目けやき子供会 松葉幼稚園

栄北スカイ子ども会 武蔵浦和クマさん保育所 武蔵越生高等学校 武蔵野学童保育室保護者会

毛呂山愛仕幼稚園 水久保子供会 泉学童保育 浦和すみれ幼稚園

浦和美園まりーな保育園 深谷市立幡羅小学校 深谷市立深谷西小学校 清和学園高等学校

清浄院幼稚園 清進小学校PTA 牛子学童 特非ＦＲＯＮＴＩＥＲ

用土学童 田島小チャレンジスクールたじまっこ 男衾学童 白岡市教育委員会

白岡市立大山小学校 白岡町立南中学校 白岡町立南小学校 白岡町立白岡中学校

白岡町立白岡東小学校 白岡町立篠津中学校 白岡町立篠津小学校 白岡町立菁莪中学校

白岡町立菁莪小学校 白岡町立西小学校 皆野学童保育所 皆野町立三沢小学校



社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル 社会福祉法人はなぞの保育園 社会福祉法人まきば会まきば保育園 社会福祉法人みゆき会

社会福祉法人七生会 バンビ保育園 社会福祉法人優愛会 西川口クマさん保育所 神保原児童館 神川幼稚園

神川町子育て支援センター 神川町立丹荘小学校 神川町立渡瀬小学校 神川町立神泉小学校

神川町立青柳小学校PTA 神根中学校PTA 神根小学校 秩父郡小鹿野町立長若小学校

美里さくら幼稚園 美里町立大沢小学校 美里町立美里中学校 芝中央小応援団SRC

芝高木保育所 芳野保育園 芳野台こども園 菅谷学童保育室ひまわりクラブ

菅谷学童保育室ひまわり第２クラブ 蕨市役所 児童福祉課 蕨市立 東小学校ＰＴＡ 蕨市立南小学校

蕨市立東中学校ＰＴＡ 蕨市立西小学校 西光保育園 西光第二保育園

西大宮はばたき保育園 西大宮まりーな保育園 西武学園さやま幼稚園 西青木クマさん保育所

見沼 自然っ子クラブ 親子学習会ひばり 認定こども園吉川さくらの森 諏訪放課後児童クラブ保護者の会

賀美児童館 越生みどり幼稚園 越谷市立南越谷小学校 越谷市立平方小学校

越谷市立明正小学校 鉢形学童はりきりクラブ 長幡児童館放課後児童クラブ 開栄保育園

集まれ並木っ子チャレンジ教室 霞ヶ関剣友会 霞ヶ関北小学校 学童保育室 霞ヶ関南学童保育室

霞ヶ関学童 霞ヶ関学童保育2組 霞ヶ関学童保育室１組 霞ヶ関東学童

霞ヶ関第二保育園保護者会 霞ヶ関西学童保育室 保護者会 青柳保育所 風の子保育園

風の子第二保育園 飯能市立加治小学校 飯能市立加治東小学校 飯能市立双柳小学校

飯能市立名栗幼稚園 飯能市立富士見小学校 高州地区文化センターキッズ体操クラブ 高階すまいる保育園

高階北学童保育室 高階南学童保育室 高階西学童保育室 高麗川中学校女子バスケットボール部

鯨井中学校ＰＴＡ 鳩山町立鳩山幼稚園 鶴ケ岡すまいる保育園 （福）ひふみ会 カルチャー保育園

（福）ひふみ会 本町保育所

■千葉県 千葉県立船橋特別支援学校 BEAR BEE BRIDGE1 BRIDGE2

BRIDGE4 BRIDGE6 CHURA新体操クラブ COCOWA学園

GISELE Gripキッズ行徳校 KG高等学院市川キャンパス KailuaInternationalSchool

Kid'sPatioしづ園 Kid's☆garden Kids Patio まくはり園 Kiwi Kids

LAULE'A INTERNATIONAL SCHOOL Milky Way International School Milky Way 市川校 NAA保育ルームたんぽぽ

NPO法人 ゆう NPO法人そら NPO法人つどい NPO法人まえはら子育てネットワーク

NPO法人みんなの希望 Olinaceさかえ nico english club あい保育園柏たなか駅前

あおぞらキッズ父母会 あすなろクラブ あすなろ幼稚園 あすみが丘小学校

いちご保育園 いちのみや保育所 いぶきっず小中台 えがおの森保育園・いの

えがおの森保育園・にしふなばし おゆみ野保育園 かえで保育園幕張本郷 かしわたなかこころ保育園

かずさ翔洋学園 かやの木保育園 げんキッズ株式会社 こえだ保育園

こころおおたかのもり保育園 こじかKIDSクラブ こすもすベビーゆりのき通り第２ルーム こすもすベビールーム北小金

こすもすベビールーム新松戸 こすもすベビールーム新松戸ゆりのき通り こすもすベビールーム新松戸中央公園 こすもすベビールーム新松戸第２ルーム

こすもすベビールーム新松戸第３ルーム こすもすベビールーム馬橋 ことり保育園 本八幡園 こどもプラス

このこのリーフ秋山 このはな幼稚園 こぱんはうすさくら夏見台教室 さかいね幼稚園

さくらっ子保育園 さくら幼稚園 さくら敬愛保育園 さざんかキッズ

さなえ相談室 ししの子保育園 ししの子保育園 小中台町 すえひろ保育園

すぽ・かる小金原 すまいるお届け隊 すまいるキャンディ保育園 すみれにこにこホーム

せかんどほーむ そが中央保育園 そんのうキッズスクール たいよう体操クラブ

たいよう保育園 ちいさなおうち ふたば ちどり保育園 ちば中央学園

つるの子わくわくキャンパス ときがね片貝幼稚園 とみせ幼稚園 とらガールズ

どれみあーと倶楽部 タッチ どれみ園 なぎさ保育園 なのはなキッズクラブ

なのはな保育園 なりた翔洋学園 にしはら幼稚園 にじいろキャンディ検見川園

にじと風保護者会 にじのいろ保育園 はくすい保育園 はぐみの杜中央自治会メンズ

はなのき台自治会 はまかぜ保育園 ひばり子供会 ひまわりの会

ひまわりキッズ ひまわり保育園 キッズルームひまわり ふたば幼稚園 ぶれあ・にじ五井

ほうゆう・キッズホーム ほしのこキッズルーム ほしのこ保育園 ほのぼのたんぽぽほいくえん

ぽかぽか保育園おてんとさん ぽけっとランドあびこ保育園 ぽけっとランド江戸川台駅前保育園 まきの実保育所

まくはり福志会 幕張いもっこ保育園 ますお幼稚園 まどか幼稚園 まほろばのお日さま保育園

みくに保育園 みくに幼稚園 みつわ台保育園 みつわ台北小学校ＰＴＡ2021

みやのもりハローキッズ やまどり保育園 ゆいまーる保育園 ゆいまーる保育園みのり台

ゆいまーる保育園中和倉 ゆうゆうらいふプラス八千代 ゆう保育園 ゆたか福祉苑



らいおんハート柏青葉台 ら・くれしゅ柏駅前保育園 ろーたすくらぶ わかたけ幼稚園

わくわくbloom千城台 わくわく保育園 わくわく保育園 もねの里園 わくわく保育園並木町園

わくわく保育園久住園 アップルナースリー保育園 南行徳園 アップルナースリー保育園 検見川浜園 アップルナースリー保育園 浦安園

アプリ児童デイサービス本千葉 アンデルセン保育園 アンデルセン幼稚園 アンデルセン第二保育園

アンファンひのきさくら アンフィニ 八千代市学童保育所 イマジンジャパン南行徳児童園 ウィズ・ユー京成大久保

ウィズ・ユー成田 ウェルネス保育園ユーカリが丘 ウェルネス保育園君津 エンジェルスマイル

エンゼル幼稚園 オオソラモ野田みずき自治会 カラーズ キッズガーデン奏の杜園

キッズガーデン海浜幕張園 キッズサポート かむ キッズパティオ西千葉園 キッズフィールドおおたかの森園

キッズフィールド幕張みなみ園 キッズフィールド東船橋駅前園 キッズマーム保育園 キッズルームアリス南流山保育園

キッズルームアリス南流山駅前園 キッズルームアリス高柳保育園 キッズルームチャコ千葉教室（放デイ） クニナたかだの森保育園

クニナ奏の杜保育園 ココカラー ココファンナーサリー柏の葉 ココファン・ナーサリーおゆみ野

ココファン・ナーサリーもねの里保育園 ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ ココファン・ナーサリー柏豊四季台 ココファン・ナーサリー稲毛

ココファン・ナーサリー西船橋 コープ野村子供会 サフォークキッズランド 美浜園 サンバレーインターナショナルスクール

ジョイア千葉園 スクルドエンジェル検見川浜園 スペース スマイル・キッズ増尾

ソフィア幼稚園 チャイルドスターズ チャイルドルーム PEEK-A-BOO チャレンジマッチ運営委員会

ディアフレンズ大宮 ディアフレンズ美浜 トレジャーキッズうらやす保育園 ドルフィンキッズ保育園

ドルフィンズクラブ ナーサリーアーク ナーサリースクールいずみ新松戸 ナーサリーホーム稲毛海岸

ハッピーテラス千葉みなと教室 ハッピーテラス千葉中央教室 ハピネス浜野 ピラミッドメソッド千葉保育園

フタバ保育園 フレンドキッズランド東松戸園 ホザナ幼稚園 ポピンズナーサリースクールみなと公園

ポピンズナーサリースクール千葉みなと マミー&ミー西都賀保育園 マミー＆ミーおゆみ野保育園 マミー＆ミー幕張園

ミニバスゲッツ少年団 ミルキーホームみどり園 ミルキーホームもねの里 ミルキーホーム五香園

ミルキーホーム向小金園 ミルキーホーム四街道園 ミルキーホーム天王台園 ミルキーホーム市川園

ミルキーホーム新松戸園 ミルキーホーム本八幡きた園 ミルキーホーム本八幡みなみ園 ミルキーホーム東菅野園

ミルキーホーム都賀園 モンテッソーリスクールひまわり子どもの
家

ヤング手賀沼 ユーカリの森マイキッズ

ユーカリハローキッズ リトルガーデンインターナショナルスクー
ル市川

リトルハウス、いろはに保育園 レイクサイドインターナショナル

レイモンド汐見丘保育園 ローゼンかみやま保育園 ヴィヴァン保育園 一般社団法人 こども未来共生会

一般社団法人あいのて 一般社団法人森のようちえんはっぴー 一般社団法人櫻会 希望の里布佐 三愛幼稚園

三里塚みらい保育園 三里塚小学校おやじの会 三里塚幼稚園 三里塚第一保育園

三里塚第二保育園 上本郷第二放課後児童クラブ 上野原子ども会 並木ペイシェンス

中台保育園 中台第二保育園 中央卓球クラブ 中根保育所

中部放課後児童クラブ 中里の家 九十九里町立かたかいこども園 九十九里町立とようみこども園

九十九里町立東保育所 乳児保育所 二和ひつじ幼稚園 二葉幼稚園

五郷幼稚園 佐倉学童保育所 佐倉市教育センター 佐倉市教育委員会

佐倉市立上志津中学校 佐倉市立上志津小学校 佐倉市立下志津小学校 佐倉市立井野中学校

佐倉市立井野小学校 佐倉市立佐倉中学校 佐倉市立佐倉保育園 佐倉市立佐倉小学校

佐倉市立佐倉幼稚園 佐倉市立佐倉東中学校 佐倉市立佐倉東小学校 佐倉市立内郷小学校

佐倉市立千代田小学校 佐倉市立南志津保育園 佐倉市立南志津小学校 佐倉市立南部中学校

佐倉市立印南小学校 佐倉市立和田小学校 佐倉市立寺崎小学校 佐倉市立小竹小学校

佐倉市立山王小学校 佐倉市立弥富小学校 佐倉市立弥富幼稚園 佐倉市立志津中学校

佐倉市立志津保育園 佐倉市立志津児童センター・学童保育所 佐倉市立志津小学校 佐倉市立染井野小学校

佐倉市立根郷中学校 佐倉市立根郷保育園 佐倉市立根郷小学校 佐倉市立王子台小学校

佐倉市立白銀小学校 佐倉市立臼井中学校 佐倉市立臼井保育園 佐倉市立臼井南中学校

佐倉市立臼井小学校 佐倉市立臼井西中学校 佐倉市立西志津中学校 佐倉市立西志津小学校

佐倉市立間野台小学校 佐倉市立青菅小学校 佐倉市立馬渡保育園 佐倉市適応指導教室

佐倉東学童保育所 佐倉老幼の館 佐倉選抜 佐原市民活動支援センター

光葉町自治会 光風台三育小学校 児童デイサービス 第２パレット 児童デイサービスはっぴい

児童デイサービスパレット 児童デイセンターこすもす 児童発達支援事業所 童夢 八二中野球部

八千代たんぽぽ幼稚園 八千代市立睦中学校 八千代市立睦小学校 八千代市立阿蘇小学校

八千代市退職校長会 八千代幼稚園 八幡南保育園 八幡学園

八日市場幼稚園 八柱幼稚園 八積保育所 八街かいたく保育園

八街すずらん幼稚園 八街市役所 市民部 子育て支援課 八街市教育委員会 八街市立二州小学校



八街市立交進小学校 八街市立八街中央中学校 八街市立八街中学校 八街市立八街北中学校

八街市立八街北小学校 八街市立八街南中学校 八街市立八街東小学校 八街市立八街第一幼稚園

八街市立実住小学校 八街市立川上小学校 八街市立川上幼稚園 八街市立朝陽小学校

八街市立朝陽幼稚園 八街市立笹引小学校 六実小学生 共興小学校

内郷学童保育所 冨士見第二幼稚園 冨貴島小学校保育クラブ父母会 前原ベイビーズ保育園

加賀幼稚園 北志津保育園 北志津児童センター 北東タイガース

北柏幼稚園 北習志野FC 北部認定こども園PTA 匝瑳市教育委員会

匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市立のさか幼稚園 匝瑳市立八日市場小学校 匝瑳市立八日市場第一中学校

匝瑳市立八日市場第二中学校 匝瑳市立吉田小学校 匝瑳市立平和小学校 匝瑳市立栄小学校

匝瑳市立椿海小学校 匝瑳市立豊和小学校 匝瑳市立豊栄小学校 匝瑳市立野栄中学校

匝瑳市立野田小学校 匝瑳市立須賀小学校 匝瑳東ベースボールクラブ 千代田学童保育所

千城台南小学校わくわくキャンパスみなみ 千葉みらい響の杜学園 千葉北シニア 千葉医療センターつばき保育園

千葉南病院クニナ保育園 千葉寺保育園 千葉市あやめ台第一保育所 千葉市あやめ台第二保育所

千葉市こてはし台保育所 千葉市さつきが丘第一保育所 千葉市さつきが丘第二保育所 千葉市亥鼻保育所

千葉市千城台東第一保育所 千葉市千城台東認定こども園 千葉市千城台西保育所 千葉市千草台保育所

千葉市園生保育所 千葉市坂月保育所 千葉市多部田保育所 千葉市大宮台保育所

千葉市天台保育所 千葉市宮野木保育所 千葉市小中台保育所 千葉市小倉台保育所

千葉市小深保育所 千葉市川戸保育所 千葉市幕張第一保育所 千葉市幕張第三保育所

千葉市幕張第二保育所 千葉市平山保育所 千葉市幸第一保育所 千葉市幸認定こども園

千葉市幼保運営課 千葉市弁天保育所 千葉市新宿保育所 千葉市星久喜保育所

千葉市更科保育所 千葉市桜木保育所 千葉市浜野保育所 千葉市生実保育所

千葉市白旗保育所 千葉市真砂第一保育所 千葉市真砂第三保育所 千葉市真砂第二保育所

千葉市磯辺保育所 千葉市神明保育所 千葉市稲毛海岸保育所 千葉市立園生小学校

千葉市立土気南中学校 千葉市立生浜西小学校 千葉市立真砂第五小学校 千葉市緑町保育所

千葉市花見川第一保育所 千葉市花見川第三保育所 千葉市花見川第二保育所 千葉市蘇我保育所

千葉市西小中台保育所 千葉市誉田保育所 千葉市轟保育所 千葉市都保育所

千葉市都賀の台保育所 千葉市野呂保育所 千葉市長作保育所 千葉市長沼原保育所

千葉市高洲第一保育所 千葉市高洲第三保育所 千葉市高洲第二保育所 千葉市高浜第一保育所

千葉市黒砂保育所 千葉県八千代市立米本南小学校 千葉県匝瑳市福祉課 千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉県南房総市立健田小学校 千葉県富里市立富里第一小学校 千葉県富里市立洗心小学校 千葉県市川市立宮久保小学校

千葉県市川市立新浜小学校 千葉県市川市立柏井小学校 千葉県市川市立第二中学校 千葉県成田市立三里塚小学校

千葉県成田市立向台小学校 千葉県教職員組合安房支部 千葉県教育庁葛南教育事務所 千葉県旭市立矢指小学校

千葉県松戸市立八ヶ崎小学校 千葉県流山市立向小金小学校 千葉県白井市立桜台小学校 千葉県立一宮商業高等学校

千葉県立下総高等学校 千葉県立京葉工業高等学校 千葉県立京葉工業高等高校 千葉県立仁戸名特別支援学校

千葉県立佐倉東高校 千葉県立佐倉東高等学校定時制 千葉県立佐倉西高等学校 千葉県立佐倉高等学校

千葉県立佐原高等学校 千葉県立八千代特別支援学校 千葉県立八千代西高等学校 千葉県立八千代高等学校

千葉県立八日市場特別支援学校 千葉県立匝瑳高等学校 千葉県立千葉北高等学校 千葉県立千葉商業高等学校 定時制の課程

千葉県立千葉女子高等学校 千葉県立千葉工業高等学校 千葉県立千葉特別支援学校 千葉県立千葉盲学校

千葉県立千葉聾学校 千葉県立印旛特別支援学校 千葉県立君津特別支援学校 千葉県立四街道特別支援学校

千葉県立土気高等学校 千葉県立大原高等学校 千葉県立大網白里特別支援学校 千葉県立天羽高等学校

千葉県立夷隅特別支援学校 千葉県立姉崎高等学校 千葉県立安房拓心高等学校 千葉県立安房特別支援学校

千葉県立安房高等学校 千葉県立実籾高等学校 千葉県立実籾高等学校 生徒会 千葉県立小見川高等学校

千葉県立市原特別支援学校 千葉県立市原高等学校 千葉県立市川工業高等学校 千葉県立市川昴高等学校

千葉県立成田西陵高等学校 千葉県立我孫子東高等学校 千葉県立我孫子特別支援学校 千葉県立我孫子高等学校

千葉県立東総工業高等学校野球部父母会 千葉県立東葛飾高等学校 定時制の課程 千葉県立東金商業高等学校 千葉県立東金特別支援学校

千葉県立松戸南高等学校 千葉県立松戸向陽高等学校 千葉県立松戸国際高等学校 千葉県立松戸特別支援学校

千葉県立松戸矢切高等学校 千葉県立松戸馬橋高等学校 千葉県立松戸高等学校 千葉県立柏井高等学校

千葉県立柏特別支援学校 千葉県立栄特別支援学校 千葉県立槇の実特別支援学校 千葉県立沼南高等学校

千葉県立泉高等学校 千葉県立流山おおたかの森高等学校 千葉県立流山北高等学校 千葉県立流山南高等学校

千葉県立流山高等学校 千葉県立浦安南高校 千葉県立浦安高等学校 千葉県立清水高等学校

千葉県立湖北特別支援学校 千葉県立特別支援学校市川大野高等学園 千葉県立特別支援学校流山高等学園 千葉県立犢橋高等学校

千葉県立生浜高等学校 千葉県立磯辺高等学校 千葉県立習志野特別支援学校 千葉県立船橋二和高等学校



千葉県立船橋北高等学校 千葉県立船橋夏見特別支援学校 千葉県立船橋東高等学校 千葉県立船橋法典高等学校

千葉県立船橋芝山高等学校 千葉県立茂原樟陽高等学校 千葉県立茂原高等学校 千葉県立袖ケ特別支援学校

千葉県立野田中央高等学校 千葉県立野田特別支援学校 千葉県立銚子商業高等学校 千葉県立銚子特別支援学校

千葉県立銚子高等学校 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 千葉県立長狭高等学校

千葉県立長生特別支援学校 千葉県立長生高等学校 千葉県立障害者高等技術専門校 千葉県立飯高特別支援学校

千葉県立館山総合高等学校 千葉県立香取特別支援学校 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 千葉県野田市立木間ケ瀬中学校

千葉県野田市立清水台小学校 千葉県館山市立房南小学校 千葉県香取市小見川幼稚園 千葉県香取市立佐原幼稚園

千葉県高体連剣道専門部第９地区 千葉県高文連美術・工芸専門部会 千葉県鴨川市立曽呂小学校 千葉経済大学附属高等学校

南区 南小ゆりこどもルーム父母会 南小中台保育園 南市川JFC

南房総市立三芳中学校 南房総市立丸山中学校 南房総市立富山中学校 南房総市立嶺南中学校

南房総市立白浜中学校 南房総教育事務所 南流山そらいろ保育園 南行徳ＭＢＣ

南部エリア学童保育所 南部放課後児童クラブ 印南学童保育所 印旛郡市バスケットボールジュニア連盟

印西市立本埜第二小学校 原木保育園 双葉幼稚園 古ヶ崎放課後児童クラブ 保護者会

吉田幼稚園 吉野沢保育園 君津市福祉作業所ふたば園 吾妻保育園

和田小学校 四街道市教育委員会 四街道市立みそら小学校 四街道市立中央保育所

四街道市立中央保育所分園 四街道市立中央小学校 四街道市立八木原小学校 四街道市立千代田中学校

四街道市立千代田保育所 四街道市立南小学校 四街道市立吉岡小学校 四街道市立和良比小学校

四街道市立四和小学校 四街道市立四街道中学校 四街道市立四街道北中学校 四街道市立四街道小学校

四街道市立四街道西中学校 四街道市立大日小学校 四街道市立山梨小学校 四街道市立旭中学校

四街道市立旭小学校 四街道市立栗山小学校 国府台女子学院アフタースクール 国府台文化幼稚園

国際医療福祉専門学校 土気南小学校土気南会 坂月小学校キラキラ実行委員会 塚田ここわ保育園

多古こども園 多古町学童保育所 多古町立久賀小学校 多機能型事業所ぷれも

多機能型事業所ぷれも・しすい 大勝院幼稚園 大室台小大ちゃん学童クラブ 大山口あおぞら学童保育所・第2学童保育所

大山口小学校PTA 大栄みらい学園 大栄保育園 大栄幼稚園

大津ヶ丘幼稚園 大網白里市役所 天王台さくら保育園 太陽の子保育園

太陽の子塚田保育園 太陽の子船橋三咲保育園 妙典中サッカー部 妙典中女子バレーボール部

妙典中男子ソフトテニス部 妙典保育園 子どもデイサービスセンター 杜の家なりた 学校法人 神美学園 弥生幼稚園

学校法人くるみ学園くるみこども園 学校法人くるみ学園北柏駅前保育園わらび 学校法人すみれ学園 すみれ幼稚園 学校法人レストナック学園聖母マリア幼稚
園

学校法人三幸学園千葉こども保育園 学校法人千成学園千成幼稚園 学校法人岩崎学園 くりの木幼稚園 学校法人川崎学園東浜幼稚園

学校法人幸陽学園 南柏幼稚園 学校法人柏芳学園豊四季幼稚園 学校法人染谷学園 第二ますお幼稚園 学校法人百合園学園百合園幼稚園

学校法人薄永学園すずらん保育園 学校法人薄永学園すずらん幼稚園 学研ココファン・ナーサリー稲毛東 学童クラブ アウラ市川

学童保育所ユーカリ優都ぴあ 安房地域医療センターひまわり保育所 安食台児童クラブ保護者会 安食小学校

宝幼稚園 宮久保幼稚園 富津市立大貫小学校 富美浜小学校

富貴島幼稚園 富里ラディソンエンゼルス 富里学童クラブ 富里市ことばの相談室

富里市こども館 葉山キッズ・ランド 富里市立七栄小学校 富里市立向台こども園 富里市立富里中学校

富里市立富里北中学校 富里市立富里南中学校 富里市立富里南小学校 富里市立富里小学校

富里市立富里幼稚園 富里市立日吉台小学校 富里市立根木名小学校 富里市立浩養小学校

富里市立浩養幼稚園 富里市立葉山こども園 富里市簡易マザーズホーム 寒風台放課後児童クラブ

小御門保育園 山崎MBC 山武市立山武中学校 山武市立山武西小学校PTA

山武郡市広域行政組合 山王コバルト子ども会 山王保育園 市川かえで保育園

市川大野親の会 みらいクラブ 市川市教育委員会 市川市教育委員会 学校地域連携推進課 市川市教育委員会学校地域連携推進課

市川市立中国分小学校 市川市立信篤小学校 市川市立信篤幼稚園 市川市立冨貴島小学校

市川市立北方小学校 市川市立南新浜小学校PTA 市川市立南行徳中学校 市川市立南行徳小学校施設開放団体

市川市立南行徳小学校ＰＴＡ 市川市立南行徳幼稚園 市川市立国分小学校 市川市立塩焼小学校

市川市立塩焼幼稚園 市川市立大洲幼稚園 市川市立大野小学校 市川市立妙典中学校

市川市立妙典小学校 市川市立宮田小学校 市川市立平田小学校PTA 市川市立幸小学校

市川市立新井小学校 市川市立新浜幼稚園 市川市立東国分中学校 市川市立百合台小学校

市川市立百合台幼稚園 市川市立第七中学校 市川市立第五中学校 市川市立第八中学校

市川市立第四中学校 市川市立若宮小学校 市川市立行徳小学校 市川市立須和田の丘支援学校

市川市立高谷中学校 市川市立鶴指小学校 市川市ＰＴＡ連絡協議会 市川昴高等学校PTA

市川特別支援学校 市川陸協ジュニアクラブ 布佐台幼稚園 希望の子保育園

幕張おおぞら保育園 幕張本郷きらきら保育園 幕張本郷ひだまり園 幕張第三保育所父母会



幸正学園みのり幼稚園 弥勒町子ども会 恵み野会地域生活支援太陽 恵泉福祉会モンテッソーリ光の子

慈光幼稚園 成田国際こども園 成田小学校 成田市PTA連絡協議会

成田市こども発達支援センター 成田市保育課 成田市公津の杜3丁目子ども会 成田市教育センター

成田市教育委員会 教育指導課 成田市立下総中学校 成田市立中台中学校 成田市立中台小学校

成田市立久住中学校 成田市立久住小学校 成田市立八生小学校 成田市立公津の杜小学校

成田市立公津小学校 成田市立前林小学校 成田市立加良部小学校 成田市立名木小学校

成田市立吾妻小学校 成田市立大栄中学校 成田市立大須賀小学校 成田市立川上小学校

成田市立平成小学校 成田市立成田中学校 成田市立新山小学校 成田市立本城小学校

成田市立桜田小学校 成田市立橋賀台小学校 成田市立津富浦小学校 成田市立滑河小学校

成田市立玉造中学校 成田市立玉造小学校 成田市立神宮寺小学校 成田市立美郷台小学校

成田市立西中学校 成田市立豊住小学校 成田市立遠山中学校 成田市立遠山小学校

成田市立高岡小学校 成田市飯田町青年部 成田日本語学校 成美学園

我孫子市子ども支援課 我孫子市立布佐小学校 我孫子市立我孫子第一小学校 我孫子市立高野山小学校

我孫子第四小学校 学童保育室つばさクラブ 手賀の丘幼稚園 押切自治会 放デイあらた 八街事業所

放デイあらた 八街第２事業所 放課後KIDSルーム 八ヶ崎 放課後KIDSルーム 北部 放課後KIDSルーム 高木

放課後クラブすっぱぁ 放課後等デイサービス 奏 放課後等デイサービス BRIDGE3 放課後等デイサービス BRIDGE5

放課後等デイサービス つくしんぼ 放課後等デイサービス みつばちナップ 放課後等デイサービスあらた京成佐倉事業
所

放課後等デイサービスいもむしおおい

放課後等デイサービスそらいろくらぶ薬円
台

放課後等デイサービスひまわり 放課後等デイサービスまりも大久保 放課後等デイサービス明るく元気に

教育環境整備グループ西千葉チーム 新山保育園 新松戸地区防犯協会 新柏会ヴィヴァン亀甲台保育園

新船橋ここわ保育園 日出学園小学校・ひのキッズ 日生かしわ保育園ひびき 旭ドリームス

旭市立三川小学校 旭市立中央小学校 旭市立干潟中学校 旭市立第二中学校

旭市立飯岡小学校 旭農業高校野球部 明和幼稚園 星のおうち千葉中央

春日小リフレッシュクラブ 曽谷幼稚園 有限会社すみれ福祉会 末広幼稚園

本城睦サッカー部 本埜村教育委員会 本行徳三丁目自治会 杉の子クラブ

杉の木保育園 杜の子保育園 東京都立しいの木特別支援学校 東古八幡自治会 たいよう子ども会

東庄町立こじゅりんこども園 東海大浦安バスケットボール部OB会 東町子供会 東総ジュニアカップ事務局

東総地区少年野球連盟 東総審判部 東総工業高等学校 東葉高等学校

東金市山田区 松ケ丘保育園 松ケ丘放課後児童クラブ 松岸保育園

松崎保育園 松戸市学童保育の会 松戸市立上本郷小学校 松戸市立六実第三小学校

松戸市立六実第二小学校 松戸市立北部小学校 松戸市立古ヶ崎中学校 松戸市立古ヶ崎小学校

松戸市立寒風台小学校 松戸市立小金北小学校 松戸市立幸谷小学校 松戸市立新松戸南小学校

松戸市立東部小学校 松戸市立松飛台第二小学校 松戸市立柿ノ木台小学校 松戸市立栗ヶ沢小学校

松戸市立殿平賀小学校 松戸市立河原塚中学校 松戸市立第五中学校 松戸市立第六中学校

松戸市立第四中学校 松戸市立馬橋北小学校 松戸市立高木第二小学校 松葉幼稚園

松飛台小学校PTA 柏の葉学園 柏ひがし幼稚園 柏みどり幼稚園

柏めぐみ幼稚園 柏井保育園 柏市体操協会＆日体大柏＊柏日体体操部OB 柏市私立幼稚園協会

柏市立旭東小学校PTA 柏市立柏第五中学校陸上部 柏幼稚園 柏陽幼稚園

柏高等技術学園 染井野学童保育所 柿ノ木台放課後児童クラブ 栄町児童クラブ

栄町教育委員会学校教育課 栄町立安食台小学校 栄町立布鎌小学校 栄町立栄中学校

株式会社IBジャパン 株式会社Laみつばち 株式会社SnapDragon 菜の花牧場 株式会社サンフラワー

根戸エンジョイクラブ 根木内放課後児童クラブ 根郷通所センター 桜が丘特別支援学校

桜台学童保育クラブ 植草学園このはの家 植草学園千葉駅保育園 植草学園大学附属弁天こども園

椿森保育園 橋賀台保育園 江戸川台ひまわり幼稚園 河原塚放課後児童クラブ 保護者会

沼南幼稚園 沼南高柳高等学校 法西ルーム父母会 流山市幼児教育支援センター附属幼稚園

流山市文化会館(中央公民館） 流山市立おおたかの森小学校 流山市立八木中学校 流山市立八木南小学校

流山市立南流山小学校 流山市立南部中学校 流山市立常盤松中学校 流山市立東小学校

流山市立東部中学校 流山市立流山北小学校 流山市立流山小学校 流山市立西初石中学校

流山市立西初石小学校 流山市立西深井小学校 流山市立長崎小学校 流山市立鰭ヶ崎小学校

浦安市立浦安中学校PTA 浦安市立青葉幼稚園 浩養すいかキッズクラブ 清水タイガース

清水口八幡自治会 清水口学童保護者会 清水口小学校PTA 清風幼稚園

湊新田保育園 湖北小学校たけのこクラブ 特別養護老人ホーム まきの里 特別養護老人ホームささがわ



特定非営利活動法人 恵み野会 特定非営利活動法人 母里子クラブ 特定非営利活動法人こどもいきいきネット 特定非営利活動法人すまいるキッズ

特定非営利活動法人たんぽぽ保育園 特定非営利活動法人ねばぁらんど 玉造保育園 王子台学童保育所

瑞穂幼稚園 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 生活クラブ風の村保育園佐倉東 田中幼稚園

由田学園千葉幼稚園 白井市生涯学習課 白井市立七次台中学校 白井市立七次台小学校

白井市立南山中学校 白井市立南山保育園 白井市立南山小学校 白井市立大山口中学校

白井市立大山口小学校 白井市立桜台中学校 白井市立桜台保育園 白井市立池の上小学校

白井市立池の上小学校放課後子ども教室 白井市立清水口保育園 白井市立清水口小学校 白井市立白井中学校

白井市立白井第一小学校 白井市立白井第三小学校 白井市立白井第二小学校 白井第一学童クラブ

白井第三小学校PTA 白井第二小学校PTA 白子町学童クラブ 白子町立南白亀保育所

白子町立南白亀小学校 白子町立白子中学校 白子町立白潟保育所 白子町立白潟小学校

白子町立関保育所 白子町立関小学校 白銀学童保育所 相談支援事業所わくすま

真間小学校PTA 睦岡小学校支援地域本部 睦岡小学校ＰＴＡ 睦沢中学校

睦沢小学校 睦沢町教育委員会 睦沢町議会学校サポート 社会福祉法人 啓愛会

社会福祉法人 富福祉会 こうぜん保育園 社会福祉法人 愛光 社会福祉法人 融合会 あすなろ保育園 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

社会福祉法人おひさま会南流山保育園ひび
き

社会福祉法人おゆみ野福祉会 大森保育園 社会福祉法人きぼうの樹 ありのみ保育園 社会福祉法人きぼうの樹かいづか保育園

社会福祉法人さざんか会とらのこキッズ 社会福祉法人ひまわり 大日保育園 社会福祉法人まほろばの里はないろ 社会福祉法人千葉明徳会 明徳土気こども園

社会福祉法人外川保育園 社会福祉法人愛誠福祉会 かけまま保育園 社会福祉法人旭福祉会 社会福祉法人槇の実会

社会福祉法人法人ピスティスの会 社会福祉法人牧の園 若草児童館 社会福祉法人生活クラブ 社会福祉法人聖心福祉会

社会福祉法人育木会 秋山学びの保育園 社会福祉法人長春会たちばな保育園 社会福祉法人長生村社会福祉協議会 社会福祉法人館山ユネスコ保育園

福田保育所 禮和保育園 秋桜社会福祉会 稔台保育園

稔台小学校 稲毛キッズマーム保育園 稲浜小学校 稲荷木幼稚園

竜角寺台小学校 竜角寺台小学校学童クラブ 童夢ガーデンWBG保育園 童夢ガーデンおゆみ野

童夢ガーデン千葉ポートタウン 童夢ガーデン幕張本郷保育園 第2幕張海浜保育園 第二六高台サンハイツ

第二小学校学童ひばりクラブ 第二船橋ひまわり幼稚園 第二西志津学童保育所 美波保育園

美田自治会 習志野市情緒学級親の会『あゆもう会』 習志野市立屋敷小学校 聖アンデレ保育園

聖ヨセフつどいの家 聖和保育園 聖母療育園 自然幼稚園

自閉症サポートセンターペガサス 臼井たんぽぽ幼稚園 臼井はくすい保育園 臼井老幼の館学童保育所

船戸ブロッサム保育園 船橋JYS 船橋ひかり幼稚園 船橋ひまわり幼稚園

船橋市三山東小学校 船橋市小学生陸上競技大会 船橋市立七林中学校 船橋市立七林小学校

船橋市立三山中学校 船橋市立中野木小学校 船橋市立二和小学校 船橋市立二宮中学校

船橋市立二宮小学校 船橋市立八木が谷小学校 船橋市立前原中学校 船橋市立南本町小学校

船橋市立坪井中学校 船橋市立坪井小学校 船橋市立塚田小学校吹奏楽部 船橋市立夏見台小学校

船橋市立大穴北小学校 船橋市立小室中学校 船橋市立峰台小学校音楽部 船橋市立市場小学校

船橋市立御滝中学校 船橋市立法典小学校 船橋市立法典東小学校 船橋市立田喜野井小学校

船橋市立看護専門学校 船橋市立習志野台第一小学校PTA 船橋市立船橋中学校 船橋市立船橋小学校

船橋市立芝山西小学校 船橋市立若松中学校 船橋市立若松小学校 船橋市立葛飾中学校

船橋市立葛飾小学校 船橋市立薬円台南小学校 船橋市立行田西小学校 船橋市立豊富中学校

船橋市立金杉台中学校 船橋市立金杉台小学校 船橋市立飯山満中学校 船橋市立飯山満小学校

船橋市立高根中学校 船橋市立高根台第三小学校 船橋市立高根台第二小学校 船橋市立高根小学校

船橋市立高根東小学校 船橋市青少年の環境を良くする市民の会 船橋市青少年補導委員連絡協議会 船橋放課後ルーム父母会

船橋豊富高等学校 船橋陸上クラブ 芝山ジュニアフットボールクラブ 花園学校ワクワクキッズ実行委員会

若宮幼稚園 若葉しらさぎ昭和すさき駅前子ども会 若葉保育園 茂原市立新茂原幼稚園

茂原市立萩原小学校 草深こじか保育園 草深こじか第二保育園 葛飾小学校放課後ルーム父母会

葛飾放課後ルーム父母会 薬園台学びの保育園 藤崎保育所保護者会 行徳第二保育園

行田ジャングルクラブ 行田東フットボールクラブ 袖ヶ浦特別支援学校 西の谷小学校 アミーゴス

西ユーカリが丘一丁目自治会 西岬小学校 西船保育園父母会 豊栄スポーツ少年団

豊栄子供会 豊畑スポーツ少年団 貝渚子供会 赤坂保育園

赤荻保育園 赤門保育所 那古幼稚園 酒々井小学校しすいっ子クラブ

酒々井町立大室台小学校 酒々井町立酒々井中学校 酒々井町立酒々井小学校 酒井根3B(プレカッッサ)

野田北部幼稚園 野田市役所 児童家庭課 野田市教育委員会 青少年課 野田市立みずき小学校

野田市立七光台小学校 野田市立二ツ塚小学校 野田市立北部中学校 野田市立北部小学校

野田市立南部中学校 野田市立南部小学校 野田市立宮崎小学校 野田市立尾崎小学校



野田市立山崎小学校 野田市立岩名中学校 野田市立岩木小学校 野田市立川間中学校

野田市立川間小学校 野田市立木間ケ瀬小学校 野田市立東部中学校 野田市立東部小学校

野田市立柳沢小学校 野田市立福田中学校 野田市立福田第一小学校 野田市立福田第二小学校

野田市立第一中学校 野田市立第二中学校 野田市立野田幼稚園 野田市立関宿中央小学校

野田市立関宿中部幼稚園 野田市立関宿南部幼稚園 野田市立関宿小学校 金沢わくわくキャンパス実行委員会

銚子保育園 銚子市体操協会 銚子市児童発達支援センターわかば 銚子市子育て支援課

銚子市東部地区PTA 銚子市海鹿島保育所 銚子市社会教育課生涯学習室 銚子市立双葉小学校

銚子市立明神小学校 銚子市立春日小学校 銚子市立本城小学校 銚子市立椎柴小学校

銚子市立海上小学校 銚子市立清水小学校 銚子市立猿田小学校 銚子市立第一中学校

銚子市立第七中学校 銚子市立第三中学校 銚子市立第二中学校 銚子市立第八中学校

銚子市立第六中学校 銚子市立船木小学校 銚子市立豊岡小学校 銚子市立豊里小学校

銚子市立銚子中学校 銚子市立銚子西中学校 銚子市立飯沼小学校 銚子市立高神小学校

銚子市第三保育所 銚子市第二保育所 銚子市第四保育所 銚子幼稚園

鋸南町立鋸南中学校 鋸南町立鋸南保育所 鋸南町立鋸南小学校 鋸南町立鋸南幼稚園

鎌ヶ谷市立第四中学校 長柄町学童クラブ 長柄町立ながらこども園 長柄町立日吉小学校

長柄町立長柄小学校 長沼保育園 長狭学園 長生マリンズＦＣ

長生厚生園 長生支部青年部 長生村八積学童保育所 長生村立一松保育所

長生村立八積小学校 長生村立高根保育所 長生郡市広域市町村圏組合 消防本部 間野台学童保育所

陽の木さくら保育園 青山台子供会 青葉保育園 青葉台4丁目子供育成会

静和保育園 須和田幼稚園 須賀スポーツ少年団 風早幼稚園

飯沼幼稚園 館山市役所こども課 館山市放課後学童クラブ 館山市立中央保育園

館山市立九重こども園 館山市立北条小学校 館山市立北条幼稚園 館山市立房南こども園

館山市立神余小学校 館山市立第一中学校 館山市立第三中学校 館山市立第二中学校

館山市立純真保育園 館山市立船形こども園 館山市立船形小学校 館山市立豊房小学校

館山市立豊房幼稚園 館山市立那古小学校 館山市立館山中学校 館山市立館山小学校

館山市立館山幼稚園 館山市立館野保育園 館山市立館野幼稚園・小学校 館山市簡易マザーズホーム

館山市高井子ども会 香取市子育て支援課 香取市子育て支援課（保育所） 香取市立北佐原小学校

香取市立東大戸小学校 香取市立栗源小学校 香取市立神南小学校 香取市立福田小学校

香取市立竟成小学校 高塚学童保育の会 高岡保育園 高柳中教育振興会

高根台文化幼稚園 高根学童 高神児童クラブ 鴨川令徳高等学校

鴨川学童「ゆう遊クラブ」 鴨川市土曜スクール 鴨川市教育委員会 鴨川市立天津小湊小学校

鴨川市立安房東中学校 鴨川市立東条小学校 鴨川市立江見小学校 鴨川市立田原小学校

鴨川市立西条小学校 鴨川市立西条認定こども園 鴨川市立認定こども園（子ども支援課） 鴨川市立鴨川中学校

鴨川市立鴨川小学校 麗澤幼稚園 黒川幼稚園 Ａｓ

ＤＣＮ ＮＰＯ法人タオ ＮＰＯ法人富里市観光協会

■東京都 2021年小山中本部 H28 百村こども会 川北下 I＆C・キッズ・スクール JST-dae

Kid's Patio ひがしこまつがわ園 MIRAIterrace保育園 Matsugaya JHS Wind Orchestra NPO法人ゆう(まちコミ)メール

NPO法人ゼロスポーツコミュニケーション NPO法人ダイヤモンドリボン OHANAほいくえん はねだ REVE

SLPセンターアーク Saint Annie's International School YDIクラブ あいあい保育園

あい保育園 水天宮 あい保育園千住大橋 あい保育園南麻布 あい保育園日本橋

あい保育園東が丘 あい保育園東神田 あい保育園王子 あい保育園落合

あい保育園豊洲 あい保育園赤羽橋 あい保育園高野台 あすのき保育園

あずさ第一高等学校 町田キャンパス あづま幼稚園 あらぐさ分教所 いずみこどもプラザ

いずみの森義務教育学校ベルマーク いずみ保育園 いたばし前野町保育園 えがおの森保育園・あさがや

えがおの森保育園・あさくさ えがおの森保育園・おおもり駅前 えがおの森保育園・かつしま えがおの森保育園・かまた駅前

えがおの森保育園・かみいけだい えがおの森保育園・せんごく おおさわ学園 三鷹市立第七中学校PTA おひさま保育園富士見台園

おもちゃ箱キッズ南まちだ園 かがや保育園 かみきただい児童館 ききょう保育園

きよはら児童館 こころの保育園文京西片 ここわ保育園 こどもケ丘保育園 雑色園

こどもヶ丘保育園 山王園 こどもヶ丘保育園 平和島園 こどもヶ丘保育園 阿佐谷南園 こどもヶ丘保育園上鷺宮園

こどもヶ丘保育園大井町園 こどもヶ丘保育園大森北園 こどもヶ丘保育園学芸大学園 こどもヶ丘保育園成田西園

こどもヶ丘保育園本駒込園 こどもヶ丘保育園本駒込小規模園 こどもヶ丘保育園東矢口園 こどもヶ丘保育園根岸園

こどもヶ丘保育園武蔵新田園 こどもヶ丘保育園野方園 こぴあクラブ こまどりここわ保育園



さくらkids さくらがおか児童館 さくら国際高等学校 東京校 さとう小学校

すぎく学童保護者の会 すみだ晴山苑 せたがやこころ保育園 そよかぜ学童保育クラブ

そらまめ体操 たにぐち なかよし学童クラブ ならはし児童館

なんがい児童館 にじのいるか保育園千石第二 にじアート 放課後等デイサービス はとぽっぽ保育園

ふたごみつごの親の会 ジェミニ ふたば保育園 ふなき小学校 ふれあい学童 空

ぶれあ保育園・新小岩 ぶれあ保育園赤塚 ほしのこグループ ほっと・ステーションらら

ぽけっとランドさぎのみや ぽけっとランドパークタワー豊洲 ぽけっとランド中野坂上 ぽけっとランド仙川

ぽけっとランド北赤羽 ぽけっとランド千住曙町 ぽけっとランド千歳船橋 ぽけっとランド南千住瑞光保育園

ぽけっとランド南沢 ぽけっとランド国領 ぽけっとランド明石町保育園 ぽけっとランド浅草橋保育園

ぽけっとランド深大寺保育園 ぽけっとランド王子 ぽけっとランド立川保育園 ぽけっとランド綾瀬

ぽけっとランド船堀 ぽけっとランド西新井 ぽけっとランド西東京保育園 ぽけっとランド西蒲田保育園

ぽけっとランド赤羽保育園 ぽっぽの森保育園 まごめ共同保育所 まつぎ学童保育所

まや保育園 みたか紫水園 みつば保育園 みどりの保育園

みなみな広場（放課後子ども教室） みらいつばさ千駄木保育園 むこうはら児童館 むさし保育園

むつみ子供会 めぐみナーサリー めぐみ保育園 めぐみ保育園

もみの木保育園 長峰 もみの木保育園希望丘 もみの木保育園若葉台 やまと保育園

ゆめの樹保育園しんこいわ ゆりかご保育園 ゆりのき保育園 りすのき保育園

りぼんU わかば学童クラブ わらべうた 大泉学園保育園 わらべうた桜新町保育園

わらべうた等々力保育園 わらべうた練馬高野台保育園 わらべうつき台保育園 アップルナースリー保育園 大塚園

アルファーラ百草教室 アロハエンジェルナーサリー中野坂上 イマジンJAPAN荻窪児童園 オルオル

オルト保育園 カトリック高輪教会日曜学校 ガレリアこども会 キッズスクウェア丸の内東京ビル

キッズスクウェア丸の内永楽ビルディング キッズスクウェア六本木ヒルズ キッズスクウェア永田町 キッズポケット豊洲保育園

キッズラボ矢口渡駅前保育園 キッズラボ西馬込駅前保育園 キッズランド府中キララの会 キッズルームあおい

クオリスキッズおおくぼ保育園 クオリスキッズ浅草橋保育園 クローバーの会 ココファン・ナーサリー八王子北館保育園

ココファン・ナーサリー八王子南館保育園 ココファン・ナーサリー大崎 ココファン・ナーサリー浜田山保育園 ココファン・ナーサリー田端

ココファン・ナーサリー砧 ココファン・ナーサリー神田万世橋 ココファン・ナーサリー等々力 ココファン・ナーサリー篠崎

コスモス西麻布保育園 コマクサ幼稚園 サンシティ調布 サンライズ万世

シュプロスひばりヶ丘教室 ? ジョルト スターキッズ上野桜木保育園 スマイルキッズ昭和の森

テニスアカデミーSECG テンダーラビング保育園茗荷谷 デイサービス グラシアス トレジャーキッズあやせ保育園

トレジャーキッズひがしくるめ保育園 トレジャーキッズぶばい保育園 ドリームボックス北野 ドレミガーデンプリスクール

ドレミファソライズFC中野 ナーサリースクールいずみ大谷田 ハンディキャップサポートウーノの会 バドミントン８０

ヒルズゴルフトミーアカデミー フィッシャー幼稚園 ベルテールフットボールアカデミー ホーメストタウン自治会

ポコポコ・ホッピング ポコポコ・ホッピング富士見町 マチコミ中学校 マチコミ第四小学校

マリールイズ美容専門学校 ミルキーホーム亀戸園 ミルキーホーム南大泉 ラティス・テクノロジー株式会社

ラブクローバーのほいくえん ルーテル羽村幼稚園 ワイナKids大手町保育園 ワイナKids秋葉原保育園

一般社団法人 コラソン 七国4丁目自主防災会 七国小学童保育所 七国小学童保育所第3クラブ

三宿の杜なごみ保育園 三幸学園 ぽけっとランド信濃町 三鷹市立第三中学校 三鷹市立第三小学校PTA

三鷹市立第二中学校 三鷹市立第六中学校 上壱分方学童保育所 上板橋第二中学校 PTA

上板橋第二小学校PTA 上柚木小学童保育所 下柚木学童保育所 下目黒小学校 PTA

下高井戸ここわ保育園 世田谷区立千歳中ラグビー部父母会 世田谷区立等々力小学校PTA 世田谷学園サッカー部

中体連 野球部 11ブロック 中央大学附属高等学校マンドリン倶楽部 中山小学童保育所 中清戸学童保護者会

中野みなみ保育園 中野区立美鳩小学校 中野区立美鳩小学校PTA 中野学童保育所

中青戸小学校PTA 久保山第一第二学童保育所 久保山第３学童保育所 久我山小学校PTA

久米川児童クラブ父母会 久米川東小学校 代々木至誠こども園 代沢ききょう保育園

仲よし子ども会 伊奈町PTA連合会 住吉テニスクラブ 住吉小学校PTA

元八王子学童保育所 元八王子東小学童保育所 元木小学校PTA 児童デイサービス にじいろ立石

児童デイサービスここから 児童発達支援SmileOn 八国山保育園 八日町壹・貳丁目町会《雄略会》

八木町学童保育所 八王子ひまわり保育園 八王子みなみ野小学校「みなみ野会」 八王子市上八日町町会

八王子市公立小学校長会 八王子市立ひよどり山中学校 八王子市立みなみ野中学校 八王子市立みなみ野君田小学校

八王子市立みなみ野小学校 八王子市立七国中学校 八王子市立七国小学校 八王子市立上川口小学校

八王子市立下柚木小学校 八王子市立中山小学校 八王子市立元八王子東小学校 八王子市立元木小学校

八王子市立別所中学校 八王子市立別所小学校 八王子市立加住中学校 八王子市立加住小学童保育所



八王子市立千人町学童保育所第三クラブ 八王子市立南大沢中学校 八王子市立南大沢小学校 八王子市立台町学童保育所第3クラブ

八王子市立四谷中学校 八王子市立城山小学校 八王子市立大和田小学校 八王子市立宇津木台小学校

八王子市立宮上小学校 八王子市立寺田学童保育所第一クラブ 八王子市立山田小学校 八王子市立川口中学校

八王子市立弐分方小学校 八王子市立恩方第一小学校 八王子市立散田小学校 八王子市立東浅川小学校

八王子市立松が谷中学校 八王子市立松が谷小学校 八王子市立松木小学校 八王子市立柏木小学校

八王子市立椚田中学校 八王子市立椚田小学校 八王子市立横山中学校 八王子市立横山第一小学校

八王子市立横山第二小学校 八王子市立浅川中学校 八王子市立浅川学童保育所第3クラブ 八王子市立浅川小学校

八王子市立由井第三小学校 八王子市立由井第二小学校 八王子市立由木中央小学校 八王子市立由木東小学校PTA

八王子市立由木西小学校 八王子市立石川中学校 八王子市立秋葉台小学校秋葉会 八王子市立第一中学校

八王子市立第一小学校 八王子市立第七中学校 八王子市立第七小学校 八王子市立第三小学校

八王子市立第五中学校 八王子市立第五小学校 八王子市立第五小学校PTA 八王子市立第十小学校

八王子市立緑が丘小学校 八王子市立美山小学校 八王子市立船田小学校 八王子市立鑓水中学校

八王子市立長房中学校 八王子市立長房小学校 八王子市立長池学童保育所第１クラブ 八王子市立長池小学校

八王子市立陶鎔小学校 八王子市立館小中学校中学部 八王子市立館小中学校小学部 八王子市立高倉小学校

八王子市立高尾山学園 八王子市立高嶺小学校 八王子市立鹿島小学校 八王子市青少年対策南大沢地区委員会

八王子幼稚園 初沢第一みころも子供会 別所学童保育所 利島村立利島小中学校

剣道みちの子道場 北三谷小学校ＰＴＡ 北多摩西部消防少年団 北山児童館育成室・児童クラブ保護者会

北山小学校 北烏山なごみ保育園 北療育医療センター 通所 北諏訪小学童クラブ

北諏訪小学童クラブ第二 北野学童保育所 千人町学童保育所 千住大橋駅クローバー保育園

南大沢 学童保育所 南大沢西学童保育所 南第一さくら学童保育クラブ 南麻布三丁目保育室

台町学童保育所 向島文化幼稚園 向陽台保育園 向陽台学童クラブ

和光中学校 和光学園和光鶴川小学校 和光学童保育クラブ 和光小学校

和光幼稚園 和光高等学校 和光鶴川小学校学童クラブ 和光鶴川幼稚園

和泉ここわ保育園 和田ここわ保育園 和田小学校ＰＴＡ 図師学童クラブ さくらんぼの会

国士舘高校硬式野球部父母会 城南第二小学校 城山学童クラブ 城山小放課後子ども教室

城山手自治会 城山第一学童保育所 城山第二学童保育所 境南小学校PTA

墨田区立中川小学校 墨田区立柳島小学校ＰＴＡ 多摩みゆき幼稚園 多摩市 愛宕南学童クラブ

多摩市南鶴牧小学童クラブ 多摩市愛和小学童クラブ 多摩市東落合小学童クラブ 多摩市永山学童クラブ

多摩市永山小学童クラブ 多摩市永山第二学童クラブ 多摩市立北諏訪小学校 多摩市立東寺方学童クラブ

多摩市立東寺方小学校 多摩市立東落合小学校 多摩市立西落合小学校PTCA防犯防災グルー
プ

多摩市立貝取保育園

多摩市立貝取小学校PTA 多摩市立連光寺小学校 多摩市落合第二学童クラブ 多摩市諏訪南学童クラブ

多摩市貝取学童クラブ 多摩市貝取小学童クラブ 多摩第三小学校PTA 大井町のぞみ保育園

大和南保育園 大和田小学童保育所 大戸のびっ子学童保育クラブ 大東学園高等学校

大松台小学童クラブ 大沢台小学校 大泉第一小学校「大一男組」 太子堂なごみ保育園

太陽の子 三田五丁目保育園 太陽の子 わかば保育園 太陽の子 シーバンス保育園 太陽の子 世田谷船橋保育園

太陽の子 中野中央保育園 太陽の子 南品川保育園 太陽の子 巣鴨駅前保育園 太陽の子 新小川町保育園

太陽の子 東大泉保育園 太陽の子 東葛西保育園 太陽の子 芝浦三丁目保育園 太陽の子 豊玉北保育園

太陽の子つつじヶ丘保育園 太陽の子めぐりさわ保育園 太陽の子わかば保育園 太陽の子世田谷きぬた保育園

太陽の子代々木西参道保育園 太陽の子北小岩保育園 太陽の子千歳台二丁目保育園 太陽の子南砂２丁目保育園

太陽の子南雪谷保育園 太陽の子南青山保育園 太陽の子南麻布保育園 太陽の子大島五丁目保育園

太陽の子新川保育園 太陽の子月島保育園 太陽の子池袋本町保育園 太陽の子清水が丘三丁目保育園

太陽の子町田駅前保育園 太陽の子芝浦1丁目保育園 太陽の子芝浦一丁目保育園 太陽の子芝浦二丁目保育園

太陽の子要町保育園 太陽の子赤坂保育園 太陽の子青戸中央保育園 子安学童保育所

子鹿幼稚園 学校法人 明晴学園 学校法人 黒川学院 黒川幼稚園 学校法人トキワ松学園 事務室

学校法人三幸学園ぽけっとランドひばりが
丘

学校法人三幸学園ぽけっとランド亀有 学校法人三幸学園ぽけっとランド入谷 学校法人三幸学園ぽけっとランド南千住

学校法人三幸学園ぽけっとランド本郷 学校法人三幸学園ぽけっとランド浅草タワ
ー

学校法人三幸学園ぽけっとランド雷門 学校法人亀井学園 葛西めぐみ幼稚園

学校法人亀井学園 豊洲めぐみこども園 学校法人亀井学園小松川めぐみ幼稚園 学校法人亀井学園江戸川めぐみ幼稚園 学校法人亀井学園清新めぐみ幼稚園

学校法人文化学園大学附属すみれ幼稚園 学校法人東京森学園あさひ幼稚園 学校法人東京緑ヶ丘学園 緑ヶ丘幼稚園 学校法人滋慶学園にじのいるか保育園千石

学校法人滋慶学園にじのいるか保育園氷川
台

学校法人聖心学園サンタ・セシリア幼稚園 学校法人駒場けやき学園駒場幼稚園 学研こども園

学研ココファンナーサリー瑞江 学研ココファン・ナーサリー 学研ココファン・ナーサリー篠崎 宇喜田小学校PTA



宇津木台小学校きらきら 宝町学童クラブ父母会 実践学園中高 女子バドミントン部 宮上学童保育所

富久町保育園 富士学院幼稚園 富士見丘小学校 富岡クローバー保育園

富永様テスト用サイト 寺田学童保育所第二クラブ 寺町学童保育所 小中一貫校八王子市立加住小中学校

小台ここわ保育園 小学館レクリエーションリーダーズクラブ 小宮小学童保育所 小岩消防少年団

小竹小学校PTA 小竹小学校応援団たけのこひろば事務局 小笠原村立母島小中学校 小規模保育室 ラッキーココナッツ

山下保育園 川口学童保育所 工学院大学 工房わかば

平和台保育園父母会 平尾様テスト用施設 府中P連 府中市立南町小学校

府中市立府中第一中学校 府中市立府中第五中学校 府中市立第10中学校PTA 府中市立第七小学校PTA

府中市青少年対策第八地区委員会 徳育幼稚園 恩方第二小学校 恵比寿ファンイン

愛光大和田保育園 慈恵医科大看護学科保護者会 成育しせい保育園 戸山第三保育園

指定管理 八王子市立中野保育園 撥笛会 攻玉社中学・高校サッカー部 放課後等デイサービスBrilo

放課後等デイサービス すてっぷ 放課後等デイサービス つきのおあしす 放課後等デイサービス 歩っ歩 放課後等デイサービスシエル町田教室

放課後等デイサービスベアーズ 斉藤音楽教室 新宿区立あゆみの家 新宿区立四谷第六小学校

新宿区立戸塚第一小学校 新宿区立新宿中学校PTA 新宿区立東戸山小学校PTA 新宿区立東戸山幼稚園

新宿区立淀橋第四小学校 新宿区立牛込仲之小学校PTA 新宿区立西戸山小学校PTA 新栄保育園

新渡戸文化小学校・中学校 日大三高吹奏楽部 日本大学鶴ヶ丘高等学校 日生上馬保育園ひびき

日生吉祥寺保育園ひびき 日生東日本橋保育園ひびき 日生梅島保育園ひびき 日生梅島第二保育園ひびき

日生永福町駅前保育園ひびき 日生湯島保育園ひびき 日生豊洲駅前保育園ひびき 日生赤羽駅前保育園ひびき

日生駒込駅前保育園ひびき 日野市立しんさかした保育園 日野市立日野第一小学校 日野市立旭が丘小学校

早稲田小学校PTA 旭幼稚園 明和蹴球倶楽部 明晴プレスクール めだか

明神学童育成の会 第一小学童保育所 星の子保育園 星槎国際高等学校 星槎吹奏楽団 昭島市立中神小学校

昭島市立共成小学校PTA 昭島市立富士見丘小学校PTA 昭島市立拝島第三小学校 昭島市立拝島第二小学校

昭島市立武蔵野小学校 昭島市立田中小学校 晃華学園アデルクラブ 暁星高校サッカー部

木内鳩の家幼稚園 本郷学童クラブ 父母の会 杉並区立 向陽中学校PTA 杉並区立井草中学校硬式テニス部

杉並区立八成小学校PTA 杉並区立和田中学校 杉並区立堀之内小学校PTA 杉並区立大宮小学校PTA

杉並区立天沼中学校 PTA 杉並区立天沼小学校PTA 杉並区立杉並和泉学園中学部PTA 杉並区立松庵小学校PTA

杉並区立荻窪中学校PTA 杉並区立西宮中学校 杉並区立阿佐ヶ谷中学校PTA 杉並区立馬橋小学校PTA

杉並区立高井戸小学校PTA 杉並区立高井戸第二小学校PTA 杉並第七小学校PTA 杉並第九小学校PTA

杉並第二小学校 PTA執行部 杉並第六小学校PTA 杉森中学校PTA 東一の江幼稚園

東久留米市立ちゅうおう保育園父母会・OB
会

東久留米市立上の原さくら保育園 東久留米市立下里中学校 東久留米市立久留米中学校

東久留米市立南町小学校 東久留米市立小山小学校 東久留米市立本村小学校 東久留米市立東中学校

東久留米市立第一小学校 東久留米市立第七小学校 東久留米市立第三小学校 東久留米市立第九小学校・PTA

東久留米市立第二小学校 東久留米市立第六小学校 東久留米市立第十小学校ＰＴＡ 東久留米市立西中学校

東京こども保育園 東京学芸大学附属竹早中学校 東京弘済園 東京愛犬専門学校

東京早稲田国際基督教学校 東京朝鮮第一幼初中級学校 東京農業大学グリーンアカデミー 東京都いずみ幼稚園

東京都中野区立桃園小学校 東京都東大和市立第九小学校 東京都東村山福祉園 東京都清瀬市立清明小学校 保護者の会

東京都福生市熊牛町会子ども会 東京都立一橋高等学校通信制課程 東京都立七生特別支援学校 東京都立七生特別支援学校PTA

東京都立中野特別支援学校 東京都立光明学園 東京都立八王子東特別支援学校 東京都立八王子盲学校

東京都立六本木高等学校 東京都立六郷工科高等学校 東京都立北特別支援学校 東京都立北療育医療センター城北分園

東京都立北療育医療センター城南分園 東京都立南大沢学園 東京都立南平高等学校 東京都立向丘高等学校

東京都立品川特別支援学校 東京都立城北特別支援学校 東京都立城南特別支援学校 東京都立墨東特別支援学校

東京都立墨田特別支援学校 東京都立多摩桜の丘学園 東京都立多摩科学技術高等学校 東京都立大泉特別支援学校

東京都立小岩特別支援学校 東京都立小笠原高等学校 東京都立小金井特別支援学校 東京都立府中けやきの森学園

東京都立府中工業高等学校 東京都立府中高等学校 東京都立昭和高等学校 東京都立東久留米特別支援学校

東京都立板橋特別支援学校 東京都立桜町高等学校 東京都立水元特別支援学校ＰＴＡ 東京都立永山高等学校

東京都立永福学園 東京都立江東特別支援学校 東京都立狛江高校PTA 東京都立王子第二特別支援学校

東京都立田無特別支援学校 東京都立町田の丘学園 東京都立町田高等学校ＰＴＡ 東京都立立川ろう学校

東京都立総合芸術高等学校 東京都立総合芸術高等学校S.A.S. 東京都立練馬特別支援学校 東京都立羽村特別支援学校

東京都立臨海青海特別支援学校 東京都立葛飾ろう学校 東京都立青峰学園 東京都立青梅総合高等学校

東京都立高島特別支援学校 東京都立鹿本学園 東京韓国学校初等部 東北沢ききょう保育園

東大和ジュニアフレンズ 東大和市子ども家庭支援センター 東大和市立学童保育所桜が丘クラブ 東大和市立学童保育所第一クラブ

東大和市立学童保育所第七クラブ 東大和市立学童保育所第三クラブ 東大和市立学童保育所第九クラブ 東大和市立学童保育所第二クラブ



東大和市立学童保育所第五クラブ 東大和市立学童保育所第八クラブ 東大和市立学童保育所第六クラブ 東大和市立学童保育所第十クラブ

東大和市立学童保育所第四クラブ 東大和市立狭山保育園 東大和市立第一中学校 東大和市立第一小学校

東大和市立第七小学校 東大和市立第三中学校 東大和市立第三小学校 東大和市立第二中学校

東大和市立第二小学校 東大和市立第五中学校 東大和市立第五小学校 東大和市立第八小学校

東大和市立第六小学校PTA 東大和市立第十小学校 東大和市立第四小学校ＰＴＡ 東大和市青少年対策第九地区委員会

東寺方小学童クラブ 東山子ども会 東川小学校 東村山市立 富士見児童クラブ

東村山市立久米川小学校PTA 東村山市立北山小学校 東村山市立大岱小学校 東村山市立富士見小学校

東村山市立東村山第七中学校 東村山市立東村山第六中学校 東村山市立東村山第四中学校 東村山市立秋津東小学校

東村山市立萩山小学校 東村山市立青葉小学校 東村山福祉園 健康推進科 看護 東村山第一中学校

東村山第三中学校 東村山第二中学校 東洋鍼灸専門学校 東田中学校ＰＴＡ

東田小学校PTA 東神田らる学童クラブ 東秋留小学校 東萩山児童クラブ保護者会

東萩山小学校 東邦歯科医療専門学校 松が谷バレーボールクラブ 松が谷学童保育所

松溪中学校PTA 松濤館正史会 柴崎小学校 株式会社あいる

株式会社モニカ 桃井第二小学校PTA 桃友会 桃四ジャガーズ

桜すくすく保育園 桜の会 桜野小学校PTA 梅丘なごみ保育園

梅丘至誠保育園 椚田小学童保育所 楽しい放課後みんな 横山第一小学童保育所

横川五丁目町会 横浜市教育委員会 武蔵野市立井之頭小学校 武蔵野市立千川小学校PTA

武蔵野市立本宿小学校PTA 武蔵野市立第五小学校 武蔵野市立第四小学校PTA 武蔵野第四中学校PTA

水元小合学園 永福ここわ保育園 江古田ここわ保育園 江古田一丁目保育室

江戸川区立みんなの家 江戸川白百合幼稚園 江東区八名川小学校 泉南中学校

法政大学現代福祉学部 浅川学童保育所 海辺子ども会 清水小学童保育所

清瀬わかば会 わぁーく！わかば 清瀬市立清明小学校 清瀬市立清瀬第七小学校 清瀬市立清瀬第三小学校

清瀬第三中学校 清瀬第四中学校 保護者会 清瀬第四小学校 保護者の会 渋谷区立代々木山谷小学校PTA

渋谷区立広尾小学校 港南あおぞら保育園 満願寺幼稚園 漢字

片倉台学童保育所 片山名倉堂放課後等デイサービス 特定非営利活動法人 明神学童育成の会 特定非営利活動法人 くぬぎだ

特定非営利活動法人 ＺＥＲＯキッズ 狛江市立狛江第一中学校 狛江市立狛江第三中学校PTA 狛江市立狛江第四中学校

狛江市立緑野小学校 狛江消防少年団 狛江第二中学校 玉成幼稚園父母の会

瑞穂町立瑞穂第二中学校 田無小学校 オヤジの会 由井かたくら学童保育所 由井学童保育所

由木学童保育所 由木東小学童保育所 由木西小学童保育所 町田ファミリー・サポート・センター

町田市社会福祉協議会学童保育事業担当 町田市立忠生中学校PTA 町田社協 学童保育クラブ 畠山小学校

療育ルームりんごの木 療育ルームりんごの木 こぐれ教室 療養通所それいゆ 目白ファッション＆アートカレッジ

目白国際学園 目黒かえで保育園 目黒区立第十一中学校親師会 石原ここわ保育園

石川学童保育所 石神井小学校PTA 石神井西小学校PTA 社会福祉法人 新泉学園

社会福祉法人 福田会 宮代学園 社会福祉法人すこやか会のびのびっこ保育
園

社会福祉法人つみき 社会福祉法人ユーカリ福祉会 南台保育園

社会福祉法人啓光福祉会 啓光学園 社会福祉法人大和会多摩市第二小学童クラ
ブ

社会福祉法人大龍会 向原保育園 社会福祉法人巨玉会 桜ヶ丘第一保育園

社会福祉法人桜ヶ丘 桜ヶ丘保育園 社会福祉法人深川愛隣学園 深川愛隣保育園 社会福祉法人章佑会やすらぎ夢工房 神村学園 東日本教育サポートセンター

福生市立福生第一中学校 福生市立福生第三小学校PTA 福生市立福生第四小学校 秋津小学校

秋葉台学童保育所 第3クラブ 秋葉台学童保育所 第4クラブ 秋葉台学童保育所第一クラブ 秋葉台学童保育所第一クラブ父母会

秋葉台学童保育所第二クラブ 稲城市教育委員会 稲城市立南山小学校 稲城市立向陽台小学校

稲城市立城山小学校 稲城市立稲城第一中学校 稲城市立稲城第一小学校 稲城市立稲城第二小学校

稲城市立稲城第五中学校 稲城市立稲城第六中学校 稲城市立稲城第四中学校 稲城市立稲城第四小学校

稲城市立若葉台小学校 稲城市立長峰小学校 稲城市青少年育成若葉台地区委員会 稲城第六小学校

空手道こどもクラブ 立川みどり幼稚園 立川一番町東自治会 立川市立立川第一中学校

立川市立立川第九中学校 立川市立立川第六中学校 立川市立立川第四中学校 立川福祉作業所

立川３中３年Ｃ組Ｓ５３ 立野みどり保育園 立野第一学童クラブ 立野第二学童クラブ

第一小学童クラブ 第七保育園保護者会 第二本駒込園 第二永福ここわ保育園

第十小学童保育所 第十小学童保育所第四クラブ 第四小学童保育所 練馬ひかり幼稚園

練馬区立光が丘あかね幼稚園 練馬区立光が丘さくら幼稚園 練馬区立光が丘わかば幼稚園 練馬区立光が丘四季の香小学校

練馬区立光が丘夏の雲小学校 練馬区立光が丘春の風小学校 練馬区立光が丘秋の陽小学校 練馬区立光が丘第八小学校

練馬区立八坂小学校 練馬区立北大泉幼稚園 練馬区立北町西小学校 練馬区立大泉北中学校

練馬区立大泉学園小学校 練馬区立大泉小学校 練馬区立大泉第一小学校 練馬区立富士見台小学校



練馬区立石神井台小学校 練馬区立石神井東小学校 練馬区立練馬第三小学校 練馬区立豊渓小学校

練馬区立豊玉小学校 練馬区立開進第四小学校PTA 練馬区立関町小学校 練馬東小学校

練馬駅前おひさま保育園 美奈見ここわ保育園 羽村三中・武蔵野小 羽村市立羽村西小学校

羽根木のぞみ保育園 聖ヶ丘学童クラブ 聖心学園幼稚園 聖愛学舎もみの木保育園太子堂

聖母の騎士幼稚園 聖泉幼稚園 至誠学舎立川 至誠保育園 船田小学童保育所

芝久保小学校PTA 花さと保育園 花畑中学校ソフトテニス部 芸術工芸高等専修学校

茂呂塾保育園 茗荷谷ここわ保育園 茶々ひがしとやま子ども園 荻小ＰＴＡ役員会

落五小PTA 落合第一小学校PTA 落合第二小学校PTA 落合第五小学校PTA

葛飾区立宝木塚小学校 葛飾区立渋江小PTA 葛飾区立綾南小学校 葛飾区立高砂中学校

蒲田らびっと保育園 藤の台学童保育クラブ 藤田家庭保育室 西多摩療育支援センター

西巣鴨学びの保育園 西戸山トワラーズ 西新宿小学校ＰＴＡ 西早稲田中学校PTA

西東京市立田無第一中学校 西田小学校PTAマチコミ連絡網 西落合小学童クラブ 親子サークルぽっかぽか

角笛幼稚園 調布バプテストテンプル附属こひつじ幼稚
園

諏訪学童クラブ 豊島園らる小規模保育園1

赤羽岩淵中学校PTA 足立ういんぐす 足立レインボーガールズ 足立区立第十四中学校

足立区立舎人小学校ＰＴＡ 連光寺小学童クラブ 都立八王子特別支援学校 都立八王子西特別支援学校

都立城東特別支援学校 都立大島海洋国際高校PTA 都立小川高校PTA 都立小平特別支援学校

都立府中東高等学校PTA 都立杉並高校PTA 都立村山特別支援学校 都立清瀬特別支援学校

都立王子特別支援学校 都立農業高校PTA 都立青鳥特別支援学校八丈分教室 都立駒場高等学校PTA

野球部 鑓水小中学運協 長峰ローレルヒルズ自治会 長峰学童クラブ

長房学童保育所 長池第二学童保育所 長沼学童保育所 長沼小学校放課後子ども教室

関前南こどもクラブ 関戸みどりの保育園 障害児保育園ヘレン 障害児保育園ヘレン中村橋

障害者の自立を支える会こすもす 青少協井之頭地区委員会 青少協千川地区 青少協本宿地区

青梅市国際理解講座 青梅市立新町中学校 青梅市立第七小学校 青稜中学校サッカー部

青空の会 青葉児童クラブ保護者会 青葉町1丁目子供会 館ヶ丘学童保育所

馬込ここわ保育園 高井戸第四小学校 高倉小学童保育所 高尾サポートレンジャー会

高嶺小学童保育所 高木保育園 高輪台小学校岩井水泳2019 鷺宮クローバー保育園

黒川学園 黒川幼稚舎 （社福）深川愛隣学園愛隣シャローム保育
園

Ｋidsテラス木曽西

■神奈川県 学校法人聖心学園 放課後等デイサービスほどがやモンラパン 株式会社Ｉｔ’ｓ体操スクール (公財)横浜市体育協会神奈川ｽｹｰﾄﾘﾝｸ

Bloom Petit & Grand センター北教室 COCO マリーナ子供会 FC七里 GFB合同会社 日吉チューリップルーム

GFB合同会社 西寺尾チューリップルーム GFB合同会社 チューリップルーム KAIT未来塾 KKC

Maruスポーツクラブ NPOちがさき学童保育の会 NPO法人 南の和 NPO法人 ソラ

NPO法人さちが丘キッズクラブ NPO法人ひこうせん NPO法人みどり福祉ホーム NPO法人サクラんぼ

NPO法人ムーミンの会 つむぎ子ども教室 NPO法人レクタス NPO法人寒川学童保育会 NPO法人横浜いずみスポーツクラブ

NPO法人相模原フットボールクラブ NPO法人腰越フットボールクラブ Onoスポーツクラブ・ちよがおか PTA『南の会』(六浦南小)

SRC児童クラブそらまめ Sun's International Preschool W.Coゴジママ 学童クラブ ゴジラのしっぽ WE21ジャパンちがさき

YMCA Global Kindergarten YMCAわんぱくクラブ deer.RG あいせん保育園

あいほいくえん富岡東 あい保育園高田東 あおぞら保育園 あおぞら保育園

あおぞら保育園 あおぞら第２保育園 あおぞら谷津保育園 あおばの会

あおば保育園 あさひな幼稚園 あずさ第一高等学校 横浜キャンパス あそびの杜保育園

あたご幼稚園 あっぷる滝頭保育園保護者会の会 あづまの幼稚園・あづまのナーサリー いいじまルーテル保育園

いずみ野キッズ太鼓 いずみ野サポーターズ いずみ野小学校MSI いっぱい

いぬくら このはら保育園 いぶき野小学校放課後キッズクラブ いるか児童クラブ保護者会 うさぎ幼児園

うみの子学童クラブ うめのき保育園 えびな支援学校 えほんボランティア2009

えんがわの家 よってこ しもだ おおぞらサッカー教室 おおぞら体育教室 おおぞら保育園

おさか子どもの家・父母会 おなりこどもの家 おりーぶえん おれんじハウス西横浜教室

お三の宮日枝幼稚園 かがやき児童クラブ かまくら笑ん座 かもSUNランド

かわさき 大宮町保育園 かわさき 犬蔵保育園 かわせみ児童クラブ保護者会 かんのん町保育園

きかんしゃクラブ きくなハート保育園 きたつな学童クラブ保護者会 きゃんばす

くじこのはら保育園 くじ保育園 くまのこ保育園 くるみ幼稚園父母会

こうりんじサッカー教室 こうりんじ体育教室 ことりの詩保育園 こどものいえもも保育園

こどもクラブ・サクラはうす こども支援kupu こども支援室そだちの森 こんにちは・ありがとうえん



ごしょみ児童クラブ さがみ たんぽぽ保育園 さぎ沼なごみ保育園 さくらんぼ児童クラブ

さくら保育園 さくら小学校 さつきが丘小学校放課後キッズクラブ さわの里小学校放課後キッズクラブ

さわやか児童クラブ保護者会 しおつるばしハート保育園 しぶさわこども園 しぶさわこども園

しらかば子どもの家 しらかば逗子乳児保育園 しんわピノキオ保育ランド すえひろこども園

すぎのこ保育園 すすきの保育園 すまいるセンター みなみ保育園 すまいる保育園

すみれが丘町内会 ずしっ子あおぞら学童クラブ保護者会 ずしっ子太陽学童クラブ保護者会 そうわ保育園

そよ風児童クラブ たかとり幼稚園 たかとり幼稚園 たっちいずみの

たっちほどがや たつのこのはら保育園 たまちゃんクラブ たんぽぽ保育園

たんぽぽ保育園 ちがさきちびっこくらぶ ちがさきサポートクラブ（茅ケ崎養護） ちびっこサロン藤沢

ちよがおかサッカー教室 つかはらちびっこ共育園 つきみ野すこやか保育園 つくしんぼ保育園

つくし保育園東戸塚 つつじ学園 つづきの丘小学校PTA つづき保育園

つるまきこども園 つるみね幼稚園 てつなぐ腰越保育室 てんとう虫児童クラブ

とちの実保育園 となりのいえ とまとのおうち親の会 どんぐりクラブ

どんぐり学童クラブ なかよしこども園 なかよし児童クラブ保護者会 なかよし放課後児童クラブ

なごみ保育園 なでしこ保育園 なでしこ幼稚園 なでしこ第2保育園

にかいどう子どもの家 にこにこすまいる園 にこにこ学童くらぶ にじのそら溝の口保育園

のあインターナショナルスクール のばら保育園 のびの木 茅ヶ崎本村 のびの木 茅ヶ崎西久保

はばたき児童クラブ はまリハきっず若葉台 はらから保育園 はるひ野小学校わくわくプラザ

ばばほいくしつ ばばほいくしつ綱島 ひかりの丘自治会 ひまわりキッズ

ひまわりキッズα ひまわり学童 ひまわり幼稚園 ひろはたこども園

ぴーす鶴ケ峰 ふるさと土屋ＨＰ運営委員会 ふれあいの家 にこにこ保育園 ふれあい子育てサポートセンター あいいく

ふれあい子育てサポートセンターたまご ぶれあ保育園・川崎南幸町 ぶれあ保育園・武蔵中原 ぶれあ保育園・武蔵中原第二

ほしの子クラブ ほりかわ幼稚園 ぽぽんたクラブ まめの木保育園

みずたまクラブ(学童) みぞのくち保育園 みたけ台小学校放課後キッズクラブ みちる愛児園

みちる愛児園中里ナーサリー みどりこども園 みなとみらい本町小学校 みなみかせ保育園

みなみがおか幼稚園 みなみすがお保育園 みなみひの保育園 みゆき通り子ども会

みらいく高田園 みらい共創ネットワーク！ めぐみの丘幼稚園 めぐみの丘（サッカースクール）

もえぎ保育園 やまきた児童クラブ やよいヶ丘幼稚園 やわた子ども村

ゆうかり保育園 ゆたかカレッジ横浜キャンパス ゆめの樹保育園ほどがや よこはま港南地域療育センター

よこはま風の遊育園 よし介工芸館 よつばベビーおはな よつばベビーななせ

よつばベビーひだまり よつば体育幼児園 よろずやたきの会 ろぜっと保育園

わらべうた 鷺沼保育園 わらべうた中山保育園 わらべうた宮崎台保育園 わらべうた幸町保育園

わらべうた日ノ出町保育園 わらべうた武蔵小杉保育園 わらべうた溝の口南口保育園 わんぱくくらぶ

わんぱくハウス アカデミーコスモス保育園 アトラス上大岡ヒルズ アメリカ山ガーデンアカデミー

アメリカ山徳育こども園 イオンゆめみらい保育園座間 ウェルネス保育園茅ヶ崎 エクセレント武蔵小杉保育園

エクセレント武蔵新城保育園 エクセレント西宮内保育園 エステシティ湘南六浦子ども会 エンジェルス

オリーブ保育園港南 カトリック鍛冶ヶ谷教会 カナリヤ幼稚園 カンガルー療育支援室

カンガルー療育支援室横浜北部ステーショ
ン

ガーデンハウス子供会 キッズサポート・きらら キッズポケット保育園

キッズポケット木の葉保育園 キッズワーク クオリスキッズ港南中央保育園 クオリスキッズ鴨居駅前保育園

クレアナーサリー向ケ丘遊園 クレアナーサリー宮前平 クレアナーサリー新百合ヶ丘 ゲートタワーローズ保育園

ココファン・ナーサリー 二ツ橋 ココファン・ナーサリー日吉本町保育園 ココファン・ナーサリー片倉 ココファン・ナーサリー登戸

コスモス保育園 サクラフェリーチェ保育園 サクラフェリーチェ保育園 鵠沼桜が岡 サクラフェリーチェ保育園・辻堂

サッカー遊びの会 サボテンクラブ サンキッズさきとり学童保育 サンキッズ南が丘こどもえん

サンキッズ国府 サンキッズ国府学童保育 サンキッズ大磯 サンキッズ荏田西保育園

サンキッズ金田ほいくえん サン・キッズ南原学童保育室 サン・キッズ平塚ステーション サン・キッズ松が丘学童ほいくしつ

サン・キッズ湘南 サン・キッズ湘南 学童保育室 サービスセンターぱる シティテラス横濱長津田登校班

シュガーポット スタジオみらい逗子 スタジオみらい逗子田浦 ソーレ平塚

ダイナシティ保育園 チアダンスチーム Shiny Rabbits チェリーガーデン保育園 チャレンジフットサッカークラブ

チームHAYABUSA ツリーハウス南瀬谷 テラスさくら町田 トレジャーキッズしょうなんだい保育園

ドリームボックス上麻生 ニュータウン子ども会 ネストキッズ学童クラブ ハッピーちゃいるど保育園

ハッピーテラス久里浜教室 ハッピーテラス衣笠教室 ハッピープリスクール学童クラブ バナナのおうち

ババナーサリー パレット学童保育室いるかくらぶ ヒダ スポーツクラブ ピア高等部



ピッピおやこの広場はっぴぃ＆ここはっぴ
ぃ

ピッピみんなの保育園 ピッピ保育園 ピノキオ幼児舎新杉田園

ピノキオ幼児舎茅ケ崎保育園 ピノキオ幼児舎藤沢保育園 ピノキオ幼児舎辻堂園 ピヨピヨ保育園

フェニックス フレンズ武山 フレンド幼稚園 プレップおおぞら保育園

ベーシック体操クラブ ペガサス保育園 ボススルルラ ボス１０株式会社

ポピンズナーサリースクール十日市場駅前 マチコミ第七小学校 マークタウン地区 マーチングバンドヨコハマスカウツ

ミアヘルサ保育園ひびき矢向 ミルキーホーム川崎園 ムーミン保育園 メリーの会

ユッカの会 ユーカリ福祉会たかすな保育園 ヨコスカ調理製菓専門学校 ライフステージ・悠トピア

リズム木葉田浦 リトルクライム リトルセインツ リリヤRG

ルンルンちゃいるど保育園 ワーク中川 一之宮相和幼稚園 一般社団法人KID-G

一般社団法人 アイルビー 一般社団法人スポーツクラブ緑 一般社団法人横浜国際・医療・総合教育学
院

七里が浜1丁目子ども会

七里ヶ浜子供の家 万田学園 育英幼稚園 三ッ沢幼稚園 三ツ境小学校

三富士町 校外 三星幼稚園 三浦市教育委員会学校教育課 三浦市立三崎中学校

三浦市立三崎小学校 三浦市立上宮田小学校 三浦市立初声中学校 三浦市立初声小学校

三浦市立剣崎小学校 三浦市立南下浦中学校 三浦市立南下浦小学校 三浦市立名向小学校

三浦市立岬陽小学校 三浦市立旭小学校 三田小学校PTA 三田小学校わくわくプラザ

上の原保育園 上中里学童保育 上丸子小学校わくわくプラザ 上今子供会

上作延小学校わくわくプラザ 上大岡ゆう保育園 上大岡学童クラブ 上宮田小羊保育園

上川井小学校放課後キッズクラブ 上幼稚園 上府中保育園 上星川小学校

上星川小学校はまっ子ふれあいスクール 上末吉白百合保育園 上町子ども会 上町学童たんぽぽクラブ

上矢部小学校放課後キッズクラブ 上菅田中学校 上飯田幼稚園学童保育所 上麻生保育園 保護者会

下作延小学校わくわくプラザ 下和泉小学校放課後キッズクラブ 下小田中小学校わくわくプラザ 下小田中第三子ども会

下布田小学校わくわくプラザ 下平間小学校PTA 下平間小学校わくわくプラザ 下永谷小学校PTA

下河原小学校わくわくプラザ 下沼部小学校わくわくプラザ 下田学童保育所 下町子ども会・育成会

下糟屋子ども会 並木中学校サポーター 並木剣友会 父母の会 並木幼稚園

並木第二保育園 並木第四小学校地域交流室利用運営委員会 中井町教育委員会 中井町立なかいこども園

中井町立中井中学校 中井町立中村小学校 中井町立井ノ口小学校 中原小学校わくわくプラザ

中原小学校区放課後児童クラブ 中和田小学校放課後キッズクラブ 中央保育園 中希望が丘保育園

中有馬保育園保護者会 中田学童保育所おひさまクラブ 中里学童クラブ 中野島フレンズ保育園

中野島小学校わくわくプラザ 丸山台保育園 丸山台小学校放課後キッズクラブ 久地小学校わくわくプラザ

久木体育会 久木子ども会連合会 久末小学校わくわくプラザ 久本小学校わくわくプラザ

久留和中学PTA 久留和子供会 久里浜剣友会 久里浜子供会

久里浜小学校 乳幼児福祉センター保育園 亀が岡自治会 二宮剣道部

二宮小学校PTA 二宮町上町町内会 二宮町子ども会育成会連絡協議会 二宮町学童保育

二宮町教育委員会教育部生涯学習課 二宮町立一色小学校 二宮町立二宮中学校 二宮町立二宮小学校

二宮町立二宮西中学校 二宮町立山西小学校 二宮町立百合が丘保育園 二宮育美幼稚園

二本榎子ども会 二本榎幼稚園 二谷小学校 花ねむの会 井土ヶ谷幼稚園

井田小学校わくわくプラザ 京町小学校わくわくプラザ 京町小学校ＰＴＡ 今井小学校わくわくプラザ

仙石原地域高校保護者会 伊勢原こばと保育所 伊勢原みのり幼稚園 伊勢原市児童コミュニティクラブ

伊勢原市児童発達支援センター おおきな樹 伊勢原市大山保育園 伊勢原市子ども育成課 伊勢原市立中沢中学校

伊勢原市立伊勢原中学校 伊勢原市立伊勢原小学校 伊勢原市立大山小学校 伊勢原市立山王中学校

伊勢原市立成瀬中学校 伊勢原市立成瀬小学校 伊勢原市立桜台小学校 伊勢原市立比々多小学校

伊勢原市立石田小学校 伊勢原市立竹園小学校 伊勢原市立高部屋小学校 伊勢原市高部屋愛育保育園

伊勢原愛児園 伊勢原養護学校 伊勢原高等学校PTA 伊志田分教室

伸びる会幼稚園 住吉小学校わくわくプラザ 佐島子ども会 保育園保護者会（菅生）

保育室 ピア・ピア 保育室アーモ 保育所 すこやかハウス 保育所キラキラルーム

保護者会(二宮学童) 保護者会 山西学童保育所 保護者会（有馬保育園） 元気ハツラツ明るいまちづくり

光ヶ丘幼稚園 光明学園 相模原高等学校 光明幼稚園 光輪幼稚園

児童デイサービス フルール 児童発達支援センター あけぼの園 児童発達支援センターほうあんふじ 児童発達支援センターアグネス園

児童発達支援センターバンビ 児童発達支援センター青い鳥 児童発達支援事業所HUGくみ 児童発達支援事業所 ぴーす東戸塚

児童発達支援事業所「パレット」 八ツ橋幼稚園 八幡保育園 八松子どもクラブ

公文国際学園PTA 公益財団法人横浜市スポーツ協会 公郷小学校PTA 六ツ川西保育園



六浦中学校PTA 別所学童クラブ 別所小学校 パパクラブ 別所小学校放課後キッズクラブ

勇気りんりん保育園 勝原学童保育会 北山田小学校ふれあいの会 北幼稚園

北森バレエスタジオ 北綱島小学校放課後キッズクラブ 北谷子ども会 北里大学体育会排球部OB会

十愛療育会 横浜療育医療センター 十日市場ひよこ園 十日市場子供会４班 十日市場小学校放課後キッズクラブ

十日市場放課後児童クラブ 千代ヶ丘小学校わくわくプラザ 南が丘第1児童ホーム 南加瀬小学校わくわくプラザ

南原小学校わくわくプラザ 南台小学校 南幼稚園 南本宿小学校

南永田南子供会 南河原小学校わくわくプラザ 南瀬谷なかよしホーム 南生田小学校わくわくプラザ

南百合丘小学校わくわくプラザ 南百合丘ＳＣ3年 南若宮幼稚園 南菅小学校わくわくプラザ

南足柄市下怒田自治会 南足柄市役所 南足柄市教育委員会 南足柄市立むつみ幼稚園

南足柄市立北幼稚園 南足柄市立北足柄中学校 南足柄市立北足柄小学校 南足柄市立南足柄中学校

南足柄市立南足柄保育園 南足柄市立南足柄小学校 南足柄市立南足柄幼稚園 南足柄市立向田小学校

南足柄市立岡本中学校 南足柄市立岡本小学校 南足柄市立岡本幼稚園 南足柄市立岩原小学校

南足柄市立福沢幼稚園 南足柄市金太郎まなび塾 南野川小学校わくわくプラザ 厚木たちばな幼稚園

厚木中学校 水泳部 厚木清南高校 全日制 厚木田園幼稚園 原小学校PTA

古川小学校わくわくプラザ 古市場小学校わくわくプラザ 古淵保育園 古真土入町子ども会

台町子供会 吉原すまいる学童クラブ 吉原小学校放課後キッズクラブ 吉田元町子供会

吉田町子供会 同塵会赤い屋根保育園 名向バレー 名瀬小学校放課後キッズクラブ

向ヶ丘子供会 向丘小学校わくわくプラザ 向台保育園保護者会 向小学校わくわくプラザ

向田児童クラブ 和田町内会・子供会 和田町内会子供会 善行雑学大学

四谷小学校わくわくプラザ 国府保育園 国府小学校ＰＴＡ 国府津保育園

土と愛子供の家保育所 土と愛子供の家保育所第２ 土屋１７分団 土橋保育園

土橋小学校わくわくプラザ 地域活動支援センター むすび 地域療育センターあおば一 地域療育センターあおば二

地域連携本部 なみよんＦＡＮくらぶ 坂戸小学校わくわくプラザ 坂本学童クラブ 城北ラビット

堀山下東子ども会 堀川ほほえみ保育園 塚越中学校ＰＴＡ 境町パイナップル保育園

壗下自治会子ども部準備室 多摩ミニバスケットボールクラブ 夢学童 夢見ヶ崎小学校わくわくプラザ

夢門塾扇町 大丸東町内会 大作お囃子保存会 大北町内会31-1組

大口七島地区社会福祉協議会 大口仲町第二親和会 子供会 大口台小学校 卒対 大口本町子供会

大和くれよん保育園 大和湘南保育園 大和第２くれよん保育園 大岡小学校放課後キッズクラブ

大師小学校わくわくプラザ 大戸小学校わくわくプラザ 大曾根コスモス保育園 大根幼稚園

大橋小学校 大江管材タイル株式会社 大沢中ソフトテニス部 大津小学校PTA

大磯小学校PTA 大磯幼稚園 大磯放課後児童クラブ 大磯町立国府中学校

大磯町立国府小学校 大磯町立大磯中学校 大磯町立大磯中学校ＰＴＡ 大磯町立大磯小学校

大神美里幼稚園 大空学童クラブ 大船ルーテル保育園 大船ルーテル保育園 緑組

大船中学校ブラスバンド部保護者 大谷戸小学校わくわくプラザ 大鳥小学校放課後キッズクラブ 太田和こども園

太陽の子 尻手保育園 太陽の子 港南台保育園 太陽の子 磯子第二保育園 太陽の子さちが丘保育園

太陽の子不動下保育園 太陽の子二俣川駅保育園 太陽の子新子安保育園 太陽の子日吉保育園

太陽の子桜台保育園 太陽の子桜台第二保育園 太陽の子白根保育園 太陽の子磯子保育園

太陽の子長津田北保育園 太陽の子鴨居駅前保育園 太陽の子鶴ヶ峰保育園 太陽の子鶴見市場保育園

太陽の家しいの実学園 子ども110番の家 実行委員会 子母口小学校わくわくプラザ 子育てサポートセンタータック

学校法人 新藤学園 学校法人わかば学園城山わかば幼稚園 学校法人ミヅホ学園 黒部丘幼稚園 学校法人ミネルヴァ学園野庭幼稚園

学校法人南山学園聖園女学院附属聖園幼稚
園

学校法人小林学園白鳥幼稚園 学校法人山口学園てるて幼稚園 学校法人川辺学園冨士見ヶ丘幼稚園

学校法人平岡学園平岡幼稚園 学校法人曙学園 クレシュ新横浜 学校法人横浜白百合学園しらゆり幼稚園 学校法人正栄学園 湘南こども園

学校法人清幸学園東俣野幼稚園 学校法人聖公会聖十字学園花園幼稚園 学校法人西武学園まぼり幼稚園 学校法人長塚学園 伊勢原八雲幼稚園

学童の家わんぱく 学童クラブ ゴジらんど 学童クラブわかば 学童保育 中里キッズクラブ

学童保育 本牧かもめクラブ 学童保育たけのこクラブ 学童保育たんぽぽ 学童保育とびうおクラブ

学童保育アーモクラブ 学童保育グローバル 学童保育トトロの森 学童保育レインボークラブ

学童保育室ぺんぎん 学童保育所ひまわりクラブ 宮内小学校わくわくプラザ 宮前小学校わくわくプラザ

宮前平小学校わくわくプラザ 宮崎台小学校わくわくプラザ 宮崎小学校わくわくプラザ 富士保育園

富士見台小学校わくわくプラザ 富水小学校 寒川中学校 寒川湘南保育園

寒川町大蔵子ども会 寒川町立一之宮小学校 寒川町立南小学校 寒川町立寒川小学校

寒川町立寒川東中学校 寒川町立小谷小学校 寒川町立旭が丘中学校 寒川町立旭小学校

寺子屋まつだ 寺尾学童保育 寺尾小学校 まなびの支援教室 小さな足あと保育園



小倉小学校わくわくプラザ 小原台子ども会 小向さくら保育園 小坂小学校父母会

小坪保育園父母の会 小山台子ども育成会 小山台小学校PTA 小山台小学校放課後キッズクラブ

小杉小学校わくわくプラザ 小田さくら保育園 小田原ラグビースクール 小田原城北工業高等学校定時制ＰＴＡ

小田原市立下中小学校 小田原市立下府中小学校 小田原市立千代中学校 小田原市立千代小学校

小田原市立報徳小学校 小田原市立大窪小学校 小田原市立富士見小学校 小田原市立曽我小学校

小田原市立東富水小学校 小田原市立泉中学校 小田原市立矢作小学校 小田原市立酒匂小学校

小田小学校わくわくプラザ 小田小学校放課後キッズクラブ 小菅ヶ谷学童保育所 小菅ヶ谷小学校 放課後キッズクラブ

小雀つくしんぼうクラブ 小雀みどり保育園 尚徳福祉会 境木保育園 屏風ゆめの森保育園

屏風ヶ浦保育園 屏風浦・ 屏風浦第2学童保育所 山ノ内子ども会 山下学童

山崎保育園パパの会 山王台体育教室 山王台小学校 放課後キッズクラブ 山王台幼稚園

山王台幼稚園風の子こども園 山王町子ども会 岡上こども文化センター 岡上小学校わくわくプラザ

岡崎学童保育会 岡本学童 岡津小学校放課後キッズクラブ 岩崎小学校

岩崎小学校放課後キッズクラブ 岩戸3丁目子ども会 岩戸大矢部学童クラブ 岩戸小学校PTA

岸谷つくし学童クラブ 崇善小学校PTA本部 川上小学校ボランティア 川中島小学校わくわくプラザ

川井小学校放課後キッズクラブ 川和保育園 川崎さくら幼稚園 川崎ふれあい子育てサポートセンター宙

川崎小学校わくわくプラザ 川崎市ふれあい館 川崎市中原保育園 川崎市中央療育センター

川崎市北部地域療育センター 川崎市南部地域療育センター通園 川崎市社会福祉事業団 川崎市立中央支援学校

川崎市立今井小学校 川崎市立南河原中学校 川崎市立南生田中学校ＰＴＡ 川崎市立南菅中学校

川崎市立南菅小学校 川崎市立大師中学校 ソフトテニス部 川崎市立大谷戸小学校PTA 川崎市立川崎高校

川崎市立幸町小学校PTA 川崎市立御幸中学校PTA 川崎市立梶ヶ谷小学校 川崎市立橘高校定時制

川崎市立玉川小学校 川崎市立西中原中学校 川崎市菅保育園 左近山中学校 ＰＴＡ

市ケ尾まなび 市ケ尾小学校通級指導教室 難聴・言語 市ケ尾高校ＰＴＡ 市ケ尾高等学校

市場保育園 市場小学校放課後キッズクラブ 市沢学童クラブ 希望が丘町内会 KIBOKKO

希望のひかり 希望ケ丘小学校放課後キッズクラブ 希望ヶ丘富士見会 師岡小学校キッズクラブ

常盤台小学校放課後キッズクラブ 平南子ども会 平和台子供会 平塚めぐみこども園

平塚二葉幼稚園 平塚市しらさぎ保育園 平塚市ジュニア・リーダーズクラブ 平塚市南原保育園

平塚市吉沢保育園 平塚市夕陽ケ丘保育園 平塚市大神保育園 平塚市子ども会育成連絡協議会

平塚市安全協会旭支部 平塚市役所保育課 平塚市港こども園 平塚市神田保育園

平塚市立ひばり幼稚園 平塚市立みずほ小学校 平塚市立中原小学校 平塚市立八幡小学校

平塚市立勝原小学校 平塚市立南原小学校 平塚市立吉沢小学校 平塚市立土屋小学校

平塚市立土屋幼稚園 平塚市立土沢中学校 平塚市立城島小学校 平塚市立大住中学校

平塚市立大原小学校 平塚市立大野小学校 平塚市立富士見小学校 平塚市立山城中学校

平塚市立岡崎小学校 平塚市立崇善小学校 平塚市立旭小学校 平塚市立旭陵中学校

平塚市立松原小学校 平塚市立松延小学校 平塚市立横内中学校 平塚市立横内小学校

平塚市立港小学校 平塚市立相模小学校 平塚市立真土小学校 平塚市立神田小学校

平塚市立花水小学校 平塚市立豊田小学校 平塚市立金田小学校 平塚市立金目中学校

平塚市立金目幼稚園 平塚市若草保育園 平安学童クラブ 平安町子ども育成会

平小学校わくわくプラザ 平戸台学童保育風の子クラブ 平沼小学校通級指導教室 平間小学校わくわくプラザ

幸ケ谷小学校放課後キッズクラブ 幸町小学校わくわくプラザ 幼保小港北地区実行委員 幼保連携型認定こども園みどり幼稚園

広田幼稚園 座間市立東中学校野球部父母の会 座間高等学校 弘済学園

御幸小学校わくわくプラザ 御幸通り校外（長津田第二小学校） 御所見中学校 徳育ナーサリー2021卒園児

徳育ナーサリー山下公園 心育保育園 心花保育園 恩田小学校放課後キッズクラブ

愛・八幡保育園 愛川町役場 子育て支援課 愛川町立中津保育園 愛川町立中津南保育園

愛川町立中津小学校 愛川町立中津第二小学校 愛川町立半原保育園 愛川町立半原小学校

愛川町立愛川中学校 愛川町立愛川東中学校 愛川町立春日台保育園 愛川町立田代保育園

愛川町立菅原小学校 愛川町立高峰保育園 戸塚おもいやり保育園 戸塚すみれ幼稚園

戸塚ふたば幼稚園 戸塚チューリップ保育園 戸塚ルーテル教会附属幼稚園 戸塚区小学校長会

戸塚四丁目 戸塚学童保育 戸塚愛児園 戸川原自治会

戸手小学校わくわくプラザ 戸手小学校ＰＴＡ 折本小学校 捜真小アフタースクール

放課後児童クラブひまわり 放課後等デイサービス あおぞら 放課後等デイサービス あっぷっぷ 放課後等デイサービス さくらのおうち

放課後等デイサービス たけのこ 放課後等デイサービス よこはまことり園 放課後等デイサービス クリームソーダ 放課後等デイサービス 保土ヶ谷もえぎ

放課後等デイサービス 喜の実 放課後等デイサービスにじいろ 放課後等デイサービスツリーハウス 教立学院南聖心幼稚園



斎藤分南部子ども会 斎藤分南部町内会 新作小学校わくわくプラザ 新吉田南町会子ども会

新城小学校わくわくプラザ 新子安バプテスト教会附属子安台幼児園 新岩戸C地区町内会子供会 新川崎みらいのそら保育園

新桜ヶ丘保育園 新沢幼稚園 新治小学校放課後キッズクラブ 新田子ども会

新町小学校わくわくプラザ 新羽小ボランティア会議 新羽小学校放課後キッズクラブ 新鶴見小学校放課後キッズクラブ

日の出保育園 日下小学校放課後キッズクラブ 日吉チューリップルーム 日吉小学校わくわくプラザ

日吉本町西町会子ども会 日本学校グループワークトレーニング研究
会

日生夢見ヶ崎保育園ひびき 日生鹿島田保育園ひびき

日野南連合自治会 日野小学校放課後キッズクラブ 日限山FC 早川小学校PTA

旭ヶ丘ブルースリー 旭ヶ丘子供会 旭丘高校2年1組 旭学童保育会

旭町小学校わくわくプラザ 明浜学童はろーどクラブ 明蓬館高等学校 横浜・関内ＳNEC 星の子ルーム

星川小学校PTA 星槎国際高等学校 厚木学習センター 星槎国際高等学校 横浜鴨居 星槎国際高等学校 湘南学習センター

星槎学園中高等部北斗校 星槎学園横浜ポートサイド校 星槎学園高等部湘南校 星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ

春日台子ども会 有料版クーロンテスト 有料版クーロンテスト2 有馬小学校わくわくプラザ

木月小学校わくわくプラザ 末広小学校 第一児童ホーム 末広第3児童ホーム 末広第２児童ホーム

末長小学校わくわくプラザ 本厚木さくらんぼ保育園 本牧めぐみ幼稚園 本牧小学校共に育む会

本牧小学校放課後キッズクラブ 本町小PTA 本町幼稚園 本郷台中央子供会

本郷台小学校放課後キッズクラブ 本郷小学校放課後キッズクラブ 杉の子・虹の子児童クラブ 杉田台自治会

材木座幼稚園 村岡中学校 東住吉小学校わくわくプラザ 東台幼稚園

東小倉小学校PTA 東小倉小学校わくわくプラザ 東小田小学校わくわくプラザ 東市ヶ尾小学校放課後キッズクラブ

東幼稚園 東戸塚わかば保育園 東戸塚学童クラブ 東本郷小学校

東柿生小学校わくわくプラザ 東樹院幼稚園 東永谷学童保育さくんぼクラブ 東生田小学校わくわくプラザ

東神奈川学童クラブ 東菅小学校わくわくプラザ 東門前小学校わくわくプラザ 東高津小学校わくわくプラザ

松が谷ジュニアバドミントンクラブ 松山バレエ 狛江校 松延児童クラブ 松田さくら保育園

松田町立寄小学校 松田町立寄幼稚園 松田町立松田中学校 松田町立松田小学校

松田町立松田幼稚園 柏尾小学校放課後キッズクラブ 柳島小学校PTA 柳町子供会

柿生小学校わくわくプラザ 栄町3・４丁目子供会 栄町三・四丁目子ども育成会 栗木台小学校わくわくプラザ

株式会社ウィッシュ ゆめみなと保育園 株式会社グラフティ 株式会社スター・フィールドほくほく保育
園

根岸げんき子ども会

根岸小学校 桃重保育園 桜井小学校 桜山保育園

桜岡学童クラブ 桜岡小学校放課後キッズクラブ 桜本＆さくらっこ 保育園 梅沢子ども会

梨のみ会 梶ケ谷保育園保護者会 梶ヶ谷小学校わくわくプラザ 森の台小学校キッズクラブ

森崎学区体育振興会 植木小 ガーデンホームズ地区連絡網 榎が丘小学校PTA 榎が丘小学校放課後キッズクラブ

権太坂小学校PTA 横浜みなみ薫保育園 横浜ガーデンアカデミー 横浜ナザレ保育園

横浜リハセンター学齢後期支援 横浜ルンビニー保育園 横浜三育小学校 横浜三育幼稚園

横浜中央看護専門学校 横浜南養護学校 横浜国立大学附属鎌倉小学校 横浜女子短期大学附属幼稚園

横浜女学院高等学校 横浜学園附属元町幼稚園 横浜学童保育 指導員会 南西ブロック 横浜山手中華学校

横浜市 星ヶ丘こども会 横浜市スポーツ医科学センター 横浜市中学校ソフトテニス部 横浜市中部地域療育センター

横浜市六角橋地域ケアプラザ 横浜市北部地域療育センター 横浜市北部地域療育センターぴーす中川 横浜市南部地域療育センタ-

横浜市戸塚区消費生活推進員の会 横浜市戸塚地域療育センター 横浜市東部地域療育センター 横浜市東部地域療育センター 保護者会

横浜市立 桂台中学校 横浜市立いずみ野中学校 横浜市立いずみ野小学校 横浜市立いぶき野小学校

横浜市立さわの里小学校 横浜市立つづきの丘小学校 横浜市立一本松小学校 横浜市立万騎が原中学校

横浜市立三ツ沢小学校 横浜市立上大岡小学校 横浜市立上寺尾小学校 横浜市立上川井小学校

横浜市立上末吉小学校 横浜市立上永谷中学校 横浜市立上白根中学校 横浜市立上矢部小学校

横浜市立上菅田笹の丘小学校 横浜市立上郷小学校 横浜市立上飯田中学校 横浜市立上飯田小学校

横浜市立下和泉小学校 横浜市立下末吉小学校 横浜市立下末吉小学校放課後キッズクラブ 横浜市立下永谷小学校

横浜市立下瀬谷中学校 横浜市立下郷小学校 横浜市立下野庭小学校 横浜市立不動丸小学校

横浜市立並木中央小学校 横浜市立並木中学校 横浜市立並木第一小学校 横浜市立並木第四小学校

横浜市立中丸小学校 横浜市立中和田中学校 横浜市立中和田南小学校 横浜市立中和田小学校

横浜市立中山中学校 横浜市立中川西小学校 横浜市立中村小学校PTA 横浜市立中村特別支援学校

横浜市立中田小学校 横浜市立丸山台中学校 横浜市立二つ橋高等特別支援学校 横浜市立二谷小学校

横浜市立二谷小学校放課後キッズクラブ 横浜市立井土ヶ谷小学校 横浜市立今宿中学校 横浜市立今宿南小学校

横浜市立今宿南小学校放課後キッズクラブ 横浜市立今宿小学校 横浜市立仲尾台中学校 横浜市立伊勢山小学校

横浜市立伊勢山小学校放課後キッズクラブ 横浜市立俣野小学校 横浜市立倉田小学校 横浜市立元街小学校



横浜市立六つ川台小学校 横浜市立六つ川小学校 横浜市立六ツ川中学校 横浜市立六浦中学校

横浜市立六浦南小学校 横浜市立六浦小学校 横浜市立六角橋中学校 横浜市立共進中学校

横浜市立初音が丘小学校 横浜市立別所小学校 横浜市立北山田小学校 横浜市立北方小学校

横浜市立十日市場中学校 横浜市立千秀小学校 横浜市立南が丘中学校 横浜市立南中学校

横浜市立南吉田小学校 横浜市立南太田小学校 横浜市立南小学校 横浜市立南希望が丘中学校

横浜市立南戸塚中学校 横浜市立南戸塚小学校 横浜市立南瀬谷中学校 横浜市立南神大寺小学校

横浜市立南舞岡小学校 横浜市立南高等学校 横浜市立原中学校 横浜市立原小学校

横浜市立名瀬中学校 横浜市立和泉小学校PTA 横浜市立善部小学校 横浜市立四季の森小学校

横浜市立坂本小学校PTA 横浜市立境木小学校 横浜市立大口台小学校 横浜市立大岡小学校

横浜市立大正中学校 横浜市立大正小学校 横浜市立大道小学校 横浜市立大鳥中学校

横浜市立太田小学校 横浜市立奈良中学校 横浜市立宮田中学校 横浜市立富士見台小学校

横浜市立富岡小学校 横浜市立寛政中学校 横浜市立寺尾小学校 横浜市立小坪小学校

横浜市立小山台中学校 横浜市立小山台小学校 横浜市立小田中学校 横浜市立小田小学校

横浜市立小菅ヶ谷小学校 横浜市立小雀小学校 横浜市立山元小学校 横浜市立山王台小学校

横浜市立岡村小学校 横浜市立岡津中学校PTA 横浜市立岡津小学校 横浜市立岡野中学校

横浜市立岩井原中学校 横浜市立岩崎中学校 横浜市立岸谷小学校 横浜市立峯小学校

横浜市立川上小学校 横浜市立川井小学校 横浜市立左近山中学校 横浜市立左近山特別支援学校

横浜市立市場中学校 横浜市立希望が丘中学校 横浜市立希望ヶ丘小学校 横浜市立帷子小学校

横浜市立平安小学校 横浜市立平戸台小学校 横浜市立平楽中学校 横浜市立幸ヶ谷小学校

横浜市立庄戸小学校 横浜市立恩田小学校 横浜市立戸塚中学校 横浜市立戸塚小学校

横浜市立戸塚高等学校 横浜市立斎藤分小学校放課後キッズクラブ 横浜市立新井中学校 横浜市立新井小学校

横浜市立新橋小学校 横浜市立新治小学校 横浜市立新石川小学校 横浜市立日下小学校

横浜市立日吉台西中学校吹奏楽部友の会 横浜市立日枝小学校 横浜市立日野中央高等特別支援学校 横浜市立日野小学校

横浜市立日限山中学校 横浜市立旭中学校 横浜市立旭北中学校 横浜市立星川小学校

横浜市立朝比奈小学校 横浜市立本牧南小学校 横浜市立本町小学校 横浜市立本郷台小学校

横浜市立本郷特別支援学校 横浜市立東中田小学校 横浜市立東俣野小学校 横浜市立東俣野特別支援学校

横浜市立東台小学校 横浜市立東品濃小学校 横浜市立東小学校 横浜市立東山田小学校PTA

横浜市立東市ヶ尾小学校 横浜市立東戸塚小学校 横浜市立東汲沢小学校 横浜市立東野中学校

横浜市立東高等学校 横浜市立東鴨居中学校 横浜市立松本中学校 横浜市立柏尾小学校

横浜市立根岸中学校 横浜市立根岸小学校 横浜市立桂台小学校 横浜市立桂小学校

横浜市立桜丘高校 横浜市立桜井小学校 横浜市立桜台小学校 横浜市立森中学校

横浜市立権太坂小学校 横浜市立横浜吉田中学校 横浜市立横浜商業高等学校 横浜市立横浜深谷台小学校

横浜市立永田中学校 横浜市立永田台小学校 横浜市立永田小学校 横浜市立永谷小学校

横浜市立永野小学校 横浜市立汐見台中学校 横浜市立汐見台小学校 横浜市立池上小学校

横浜市立汲沢中学校 横浜市立汲沢小学校 横浜市立泉が丘中学校 横浜市立洋光台第二中学校

横浜市立浅間台小学校 横浜市立浦島丘中学校 横浜市立浦島小学校 横浜市立浦舟特別支援学校

横浜市立深谷小学校 横浜市立港中学校 横浜市立港北小学校 横浜市立港南中学校

横浜市立港南台ひの特別支援学校 横浜市立港南台第一小学校 横浜市立港南台第三小学校 横浜市立港南台第二小学校

横浜市立滝頭小学校 横浜市立潮田中学校 横浜市立潮田小学校 横浜市立瀬ケ崎小学校

横浜市立瀬谷さくら小学校 横浜市立瀬谷中学校 横浜市立瀬谷小学校 横浜市立瀬谷第二小学校PTA

横浜市立牛久保小学校 横浜市立獅子ケ谷小学校 横浜市立田奈中学校 横浜市立白根小学校

横浜市立盲特別支援学校 横浜市立相沢小学校 横浜市立石川小学校 横浜市立神大寺小学校

横浜市立神奈川中学校 横浜市立神奈川小学校放課後キッズクラブ 横浜市立神橋小学校 横浜市立秋葉小学校

横浜市立笹下中学校 横浜市立笹野台小学校 横浜市立篠原小学校PTA 横浜市立緑園東小学校

横浜市立緑園西小学校 横浜市立美しが丘東小学校 横浜市立羽沢小学校 横浜市立能見台南小学校PTA

横浜市立舞岡中学校 横浜市立芹が谷南小学校 横浜市立芹が谷南小学校放課後キッズクラ
ブ

横浜市立若葉台中学校

横浜市立若葉台特別支援学校 横浜市立茅ケ崎台小学校 横浜市立荏田南中学校 横浜市立荏田小学校

横浜市立菅田の丘小学校 横浜市立菅田中学校 横浜市立菅田小学校 横浜市立藤の木中学校

横浜市立藤の木小学校 横浜市立藤塚小学校PTA 横浜市立西が岡小学校 横浜市立西前小学校

横浜市立西寺尾小学校 横浜市立西寺尾第二小学校 横浜市立西本郷中学校 横浜市立西本郷小学校PTA

横浜市立西柴中学校 横浜市立西柴小学校 横浜市立西谷中学校 横浜市立西金沢学園

横浜市立谷本小学校 横浜市立豊田中学校 横浜市立豊田小学校 横浜市立都岡中学校



横浜市立都筑小学校 横浜市立野庭中学校 横浜市立金沢中学校 横浜市立金沢小学校

横浜市立釜利谷南小学校 横浜市立釜利谷小学校 横浜市立釜利谷東小学校 横浜市立錦台中学校

横浜市立阿久和小学校 横浜市立霧が丘中学校 横浜市立青木小学校 横浜市立領家中学校

横浜市立飯島中学校 横浜市立飯島小学校 横浜市立飯田北いちょう小学校 横浜市立馬場小学校

横浜市立高舟台小学校 横浜市立鳥が丘小学校 横浜市立鴨志田中学校PTA 横浜市立鴨志田第一小学校

横浜市立鶴ケ峯中学校 横浜市立鶴ヶ峯小学校 横浜市総合リハビリテーションセンター 横浜市西部地域療育センター

横浜愛隣幼稚園 横浜栄養専門学校 横浜茅ケ崎保育園 横浜隼人中学・高等学校

横浜隼人中学・高等学校 横須賀クラブ 横須賀スイミングクラブ 横須賀体操協会

横須賀共済病院附属あゆみ保育園 横須賀大津高等学校 横須賀学院高等学校 横須賀市PTA協議会所属 長沢中学校PTA

横須賀市スポーツ振興課 横須賀市中体連ソフトテニス専門部 横須賀市教育委員会教育指導課 横須賀市立 ろう学校

横須賀市立ハイランド保育園 横須賀市立上町保育園 横須賀市立不入斗中学校 横須賀市立久里浜中学校

横須賀市立公郷中学校 横須賀市立公郷小学校 横須賀市立北下浦中学校 横須賀市立北下浦小学校

横須賀市立坂本中学校 横須賀市立城北小学校 横須賀市立夏島小学校 横須賀市立大塚台小学校

横須賀市立大楠中学校 横須賀市立大楠小学校 横須賀市立大楠幼稚園 横須賀市立大津中学校

横須賀市立大津小学校 横須賀市立大矢部中学校 横須賀市立大矢部小学校 横須賀市立富士見小学校

横須賀市立小原台小学校 横須賀市立小学校校長会 横須賀市立山崎小学校 横須賀市立岩戸中学校

横須賀市立岩戸小学校 横須賀市立常葉中学校 横須賀市立明浜小学校 横須賀市立望洋小学校

横須賀市立根岸小学校PTA 横須賀市立桜小学校 横須賀市立森崎保育園 横須賀市立森崎小学校

横須賀市立武山中学校 横須賀市立武山保育園 横須賀市立武山小学校 横須賀市立汐入小学校

横須賀市立池上中学校 横須賀市立池上小学校 横須賀市立津久井保育園 横須賀市立津久井小学校

横須賀市立津久井小学校PTA 横須賀市立浦賀中学校 横須賀市立浦賀小学校 横須賀市立浦郷小学校

横須賀市立田戸小学校 横須賀市立田浦中学校 横須賀市立田浦小学校 横須賀市立神明中学校

横須賀市立神明小学校 横須賀市立粟田小学校 横須賀市立船越保育園 横須賀市立船越小学校

横須賀市立荻野小学校 横須賀市立荻野小学校ＰＴＡ 横須賀市立衣笠中学校 横須賀市立諏訪小学校・幼稚園

横須賀市立豊島小学校 横須賀市立走水小学校 横須賀市立追浜中学校 横須賀市立追浜保育園

横須賀市立追浜小学校 横須賀市立逸見保育園 横須賀市立逸見小学校 横須賀市立野比中学校

横須賀市立野比中学校PTA 横須賀市立野比小学校 横須賀市立野比東小学校 横須賀市立長井中学校

横須賀市立長井小学校 横須賀市立長沢中学校 横須賀市立長浦小学校 横須賀市立養護学校

横須賀市立馬堀中学校 横須賀市立馬堀小学校 横須賀市立高坂小学校 横須賀市立鴨居中学校

横須賀市立鴨居保育園 横須賀市立鴨居小学校 横須賀市立鶴が丘保育園 横須賀市立鷹取中学校

横須賀市立鷹取小学校 横須賀市ＰＴＡ協議会 横須賀若草幼稚園 横須賀若葉幼稚園

橘学苑中学・高等学校PTA 橘小学校わくわくプラザ 武山幼稚園 歩人クラブ

殿町小学校わくわくプラザ 比々多こま倶楽部 比々多保育園 比企谷幼稚園

永谷小学校PTA 永谷小学校放課後キッズクラブ 汐見台中央幼稚園 汐見台学童保育

汐見台小学校放課後キッズクラブ 汐見台愛育園 汐見台愛育園父母会 汐見台東幼稚園

汐見台第二愛育園 汐見台西幼稚園 池上愛育園 沢山小学校

河原町保育園保護者会 泉の郷保育園いずみ 泉の郷保育園かみいいだ 泉の郷保育園なかだ

波の子学童クラブ 津田山保育園保護者会 活動ホームふたまたがわ 浅田小学校わくわくプラザ

浦島保育園 浦賀学童ぽんぽん船 海洋科学高等学校 海老名市立大谷中学校剣道部

海老名市立柏ヶ谷中学校剣道部 深谷小学校地域防災拠点運営委員会 清川村立宮ヶ瀬小学校・中学校 清川村立清川幼稚園

清川村立緑中学校 清川村立緑小学校 清心陸上クラブ 清新館めばえ保育室

渋沢サポート隊 渡田小学校わくわくプラザ 港北区福祉健康センター子ども家庭支援課 港北小学校はまっ子ふれあいスクール

港北小学校放課後キッズクラブ 港南あひる保育園 港南つくしんぼ保育園 港南台わかば保育園

港南台第一小学校放課後キッズクラブ 湘南かもめ会 湘南きらら保育園 湘南だいち 児童発達支援センターぷれっじ

湘南ひらつかL.S.C ヒラッパーズ 湘南みらい保育園 湘南サザン町内会 湘南シャトルアスリート

湘南ベルマーレチアリーディングスクール 湘南保育園保護者の会 湘南台幼稚園 湘南山手池田町子ども会

湘南平塚あゆみ保育園 湘南武山シーサイドタウン町内会 湘南長沢幼稚園 湘南高等学校定時制

湯河原町立吉浜小学校 湯河原町立東台福浦小学校 湯河原町立湯河原小学校 湯河原町立福浦幼稚園

滝頭小学校放課後キッズクラブ 滝頭小学校放課後キッズクラブ 瀬谷さくら小学校放課後キッズクラブ 片平こども文化センター

片平小学校わくわくプラザ 片浦小学校 特定非営利活動法人ANIELCHI 特定非営利活動法人UpdateSuccessAcadem
y

特定非営利活動法人clanse 特定非営利活動法人 ぶどうの樹 特定非営利活動法人 横須賀ヨット協会 特定非営利活動法人 竹の会

特定非営利活動法人かながわクラブ 特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部 特定非営利活動法人ゆっくりいそご 特定非営利活動法人フトゥーロ



特定非営利活動法人子ども大学よこはま 犬蔵小学校わくわくプラザ 玉川小学校わくわくプラザ 玉縄幼稚園

王禅寺中央小学校わくわくプラザ 生活介護事業所あとり 生田中学校PTA 生田保育園保護者会

生田小学校わくわくプラザ 田名剣道教室 田園みゆき子供会 田島小学校わくわくプラザ

田島支援学校PTA 田高ブラス保護者会 町屋子供会 発達支援室kodomo戸塚

発達支援室kodomo鶴見東口教室 発達支援室kodomo鶴見西口 発達相談センター ワンダートンネル 発達障害親の会 なのはな会

白山こども文化センター 白山保育園保護者会 白幡台小学校わくわくプラザ 白幡小いちょうの会

白幡小学校 白幡小学校 PTA 白幡小学校放課後キッズクラブ 白梅いずみ保育園

白百合乳児保育園 白百合幼児園 百合丘小学校わくわくプラザ 相模原市立大野北中学校

相模原市立大野小学校 相模原市立新町中学校 相模原市立旭中学校PTA 相模原総合高等学校

相模女子大学中学部 相模白ゆり幼稚園 相武台中央幼稚園 真土すばる保育園

真福寺小学校わくわくプラザ 真鶴町 真鶴町立まなづる小学校 真鶴町立真鶴中学校

矢作愛児園 矢島幼稚園 矢部小学校 PTA 石田子ども会

磯子台住宅こども会 社会福祉法人 杜の会 杜ちゃいるど園 社会福祉法人 清心会 清心保育園 社会福祉法人 真幸会 花水さくら保育園

社会福祉法人あおぞら あおぞら菅田保育園 社会福祉法人すずらんの会 社会福祉法人ほどがや 社会福祉法人キャマラードみどりの家

社会福祉法人マロニエ会 社会福祉法人ユーカリ福祉会寺分保育園 社会福祉法人富水保育園 社会福祉法人恵徳会

社会福祉法人成竹会大楠愛児園 社会福祉法人杜の会かさまの杜保育園 社会福祉法人横浜愛育会 社会福祉法人白百合会 西川島保育園

社会福祉法人真幸会 みなと児童クラブα 社会福祉法人真幸会 みなと児童クラブβ 社会福祉法人真幸会 神田相模児童クラブ 社会福祉法人真幸会 花水さくら児童クラブ

社会福祉法人緑成会 桃の実 社会福祉法人聖テレジア会七里ガ浜ホーム 社会福祉法人育秀会栄光愛児園 社会福祉法人藤沢育成会 湘南ゆうき村

社会福祉法人虹の会にじのそら虹ヶ丘保育
園

社会福祉法人進和学園 社会福祉法人鎌倉静養館 鎌倉おなり保育園 神大寺学童クラブ

神大寺森の家学童クラブ 神奈川大学経営学部松岡ゼミ 神奈川大学附属中・高等学校 神奈川小学校

神奈川工業高校 神奈川工業高等学校定時制 神奈川県伊勢原市立 緑台小学校 神奈川県伊勢原市立大田小学校

神奈川県南足柄市立福沢小学校 神奈川県同胞援護会 一之宮愛児園 神奈川県同胞援護会 旭保育園 神奈川県同胞援護会 沼間愛児園

神奈川県同胞援護会さむかわ保育園 神奈川県立あおば支援学校 神奈川県立かながわ農業アカデミー 神奈川県立みどり養護学校

神奈川県立七里ガ浜高等学校 神奈川県立三浦初声高等学校 神奈川県立上溝南高等学校 神奈川県立上溝高等学校

神奈川県立上矢部高等学校 神奈川県立上鶴間高等学校PTA 神奈川県立中央農業高等学校 神奈川県立二俣川看護福祉高等学校

神奈川県立住吉高等学校 神奈川県立保土ケ谷養護学校 神奈川県立保土ケ谷高等学校 神奈川県立元石川高等学校

神奈川県立光陵高等学校 神奈川県立厚木北高校 神奈川県立厚木商業高等学校 神奈川県立厚木清南高等学校定時制

神奈川県立厚木清南高等学校通信制 神奈川県立吉田島高等学校 神奈川県立向の岡工業高等学校全日制 神奈川県立向の岡工業高等学校定時制

神奈川県立商工高等学校 神奈川県立城山高等学校 神奈川県立城郷高等学校 神奈川県立多摩高等学校

神奈川県立大井高等学校 神奈川県立大和東高等学校 神奈川県立大和西高等学校 神奈川県立大和高等学校

神奈川県立大師高等学校 神奈川県立大楠高等学校 神奈川県立大船高等学校 神奈川県立寒川高等学校

神奈川県立小田原城北工業高等学校ＰＴＡ 神奈川県立小田原東高等学校 神奈川県立小田原養護学校 神奈川県立小田原高等学校

神奈川県立山北高等学校 神奈川県立岩戸養護学校 神奈川県立岸根高等学校 神奈川県立川和高等学校

神奈川県立川崎北高等学校 神奈川県立川崎工科高等学校 神奈川県立希望ケ丘高等学校 神奈川県立希望ヶ丘高等学校定時制課程

神奈川県立平塚ろう学校 神奈川県立平塚商業高等学校 神奈川県立平塚工科高等学校 神奈川県立平塚江南高等学校

神奈川県立平塚湘風高校 神奈川県立平塚養護学校 神奈川県立座間総合高等学校 神奈川県立愛川高等学校

神奈川県立新城高校 神奈川県立新栄高等学校 神奈川県立新羽高等学校 神奈川県立旭高等学校

神奈川県立有馬高等学校 神奈川県立松陽高等学校 神奈川県立柏陽高等学校 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校

神奈川県立横浜南陵高等学校 神奈川県立横浜国際高等学校 神奈川県立横浜旭陵高等学校 神奈川県立横浜明朋高等学校

神奈川県立横浜栄高等学校 神奈川県立横浜桜陽高等学校 神奈川県立横浜氷取沢高等学校 神奈川県立横浜立野高等学校

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 神奈川県立横浜緑園高校PTA 神奈川県立横浜緑園高等学校 神奈川県立横浜翠嵐高等学校

神奈川県立横須賀南高等学校 神奈川県立横須賀工業高等学校 神奈川県立橋本高等学校 神奈川県立武山養護学校

神奈川県立永谷高等学校 神奈川県立津久井浜高校 神奈川県立津久井養護学校 神奈川県立津久井高校全日制

神奈川県立津久井高等学校定時制 神奈川県立海老名高等学校 神奈川県立深沢高等学校 神奈川県立港北高等学校

神奈川県立湘南養護学校 神奈川県立湘南高等学校 神奈川県立瀬谷西高等学校 神奈川県立瀬谷養護学校

神奈川県立瀬谷高校 神奈川県立生田東高等学校 神奈川県立生田高等学校 神奈川県立田奈高等学校

神奈川県立百合丘高等学校 神奈川県立相原高等学校 神奈川県立相模原中等教育学校 神奈川県立相模原弥栄高等学校

神奈川県立相模原養護学校 神奈川県立相模原高等学校 神奈川県立相模向陽館高等学校 神奈川県立相模田名高等学校

神奈川県立磯子工業高等学校 神奈川県立磯子工業高等学校 定時制 神奈川県立神奈川工業高等学校 神奈川県立神奈川総合高等学校

神奈川県立秦野曽屋高等学校 神奈川県立秦野総合高校ＰＴＡ 神奈川県立秦野養護学校 神奈川県立綾瀬西高等学校

神奈川県立綾瀬高等学校 神奈川県立舞岡高等学校 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 神奈川県立茅ヶ崎高等学校(定時制)

神奈川県立茅ヶ崎高等学校全日制 神奈川県立荏田高等学校 神奈川県立菅高等学校 神奈川県立藤沢工科高等学校



神奈川県立藤沢清流高等学校 神奈川県立藤沢総合高等学校 神奈川県立藤沢西高等学校 神奈川県立藤沢養護学校

神奈川県立衛生看護専門学校 神奈川県立西湘高等学校 神奈川県立足柄高校サッカー部ＯＢ会 神奈川県立足柄高等学校

神奈川県立追浜高等学校全日制 神奈川県立金沢総合高等学校 神奈川県立釜利谷高等学校 神奈川県立鎌倉養護学校

神奈川県立鎌倉高等学校 神奈川県立霧が丘高等学校 神奈川県立高浜高等学校 神奈川県立鶴嶺高等学校

神奈川県立鶴見総合高等学校 神奈川県立鶴見養護学校 神奈川県立鶴見高等学校 神奈川県立麻溝台高等学校

神奈川県立麻生総合高等学校 神奈川県立麻生高等学校 神奈川県警察本部生活安全総務課 神奈川県防犯協会連合会

神奈川県高等学校教科研究会書道部会 神奈川県高等学校文化連盟文芸専門部 神奈川総合産業高等学校 福沢児童クラブ 保護者会

秋谷子ども会 秦野市こども育成課 秦野市北児童ホーム 秦野市学習支援教室

秦野市柔道協会 秦野市立上小学校 秦野市立北中学校 秦野市立北小学校

秦野市立南が丘中学校 秦野市立南が丘小学校 秦野市立南中学校 秦野市立南小学校

秦野市立堀川小学校 秦野市立大根中学校 秦野市立大根小学校 秦野市立広畑小学校

秦野市立末広小学校 秦野市立本町中学校 秦野市立本町小学校 秦野市立東中学校

秦野市立東小学校 秦野市立渋沢中学校 秦野市立渋沢小学校 秦野市立西中学校

秦野市立西小学校 秦野市立鶴巻小学校 秦野市鶴巻中学校 秩父宮ジュニアアスリート

稗原小学校わくわくプラザ 稲田小学校わくわくプラザ 稲荷台小学校 立場学童保育所 はればれクラブ

立野小学校ＰＴＡ特設クラブ 竹山南幼稚園 竹山幼稚園 笠間小学校放課後キッズクラブ

第2どんぐり学童クラブ 第一ひかり幼稚園 第一みなみひまわりクラブ 第二ひかり幼稚園

第二白百合乳児保育園 第二福澤保育センター保護者会 第２にこにこ保育園 第３ＭＩＭＯの家

笹下南つくしんぼ保育園 笹山保育園 笹野台会館 箱根町教育委員会

箱根町立仙石原小学校 箱根町立湯本小学校 箱根町立箱根の森小学校 箱根町立箱根中学校

綾瀬こばと幼稚園 綾瀬すぎの子幼稚園 綾瀬中央幼稚園 総合教育センター

緑ヶ丘女子中学校高等学校 緑中学校区学校運営協議会 緑台小学校PTA 緑園3丁目子供会

緑園6丁目子供会 緑園なえば保育園 緑園みどりの会 緑園東キッズクラブ

緑園東小学校PTA 總持寺保育園平成３０年度年長 美しが丘小学校放課後キッズクラブ 美しが丘西小学校放課後キッズクラブ

美術・工芸専門部会（神奈川県高文連） 聖アンナの園父母の会 聖マルコ幼稚園 聖園マリア幼稚園

聖坂養護学校 聖心桜が丘幼稚園 聖心第三幼稚園 聖心第二幼稚園

聖美子どもの家 育美保育園 能見台六丁目町内会 能見台小学校放課後キッズクラブ

腰越子どもの家 舞岡台子供会 舞岡幼稚園 舟倉子供会

船越学童保育の会 芦名子ども会 花月園前ここわ保育園 芹が谷つくし学童クラブ

芹が谷ぴよっこ保育園 苅宿小学校わくわくプラザ 若木保育園父母会 若葉が丘

若葉台小学校はまっ子ふれあいスクール 茅ケ崎市立東海岸小学校東小会 茅ケ崎西浜高校 茅ケ崎養護学校

茅ヶ崎市立小和田小学校PTA 茅ヶ崎市立松浪小学校 茅ヶ崎市立第一中学校 茅ヶ崎市立鶴が台小学校PTA

茅ヶ崎市立鶴嶺中学校PTA 茅ヶ崎松若こども園 茅ヶ崎松若児童クラブ 茅ヶ崎養護学校

荏田東第一小学校放課後キッズクラブ 菅小学校わくわくプラザ 菅生こども文化センター 菅生小学校わくわくプラザ

菊名南町子ども会 葉山にこにこ保育園 葉山一色第二町内会 葉山町総合型地域スポーツクラブ

葛原お囃子 藤塚小学校放課後キッズクラブ 藤崎小学校わくわくプラザ 藤沢の子どもたちのためにつながる会

藤沢クローバー保育園 藤沢市立御所見小学校PTA 藤沢市立本町小学校ＰＴＡ 藤沢市立湘洋中学校PTA

藤沢市立白浜養護学校 藤沢市立秋葉台小学校 藤沢市立第一中学校PTA 藤沢市立長後小学校PTA

藤沢市自閉症児・者親の会 藤沢市藤ヶ岡中学校ＰＴＡ 虹ヶ丘保育園 虹ヶ丘小学校わくわくプラザ

衣笠小学校 衣笠愛児園 西が岡小 にじいろの会 西丸子小学校わくわくプラザ

西大口こども会 西富岡小学校放課後キッズクラブ 西寺尾チューリップルーム 西幼稚園

西御幸小学校わくわくプラザ 西有馬小学校わくわくプラザ 西本郷小学校放課後キッズクラブ 西梶ヶ谷小学校わくわくプラザ

西武学園かまくら幼稚園 西武学園文庫幼稚園 西生田小学校わくわくプラザ 西神奈川学童ハッピースマイル

西菅小学校わくわくプラザ 西部バドミントンクラブ 西野川小学校わくわくプラザ 西鶴間保育園

認定こども園あおばと 認定こども園善隣園 認定こども園大野幼稚園 認定こども園聖心第一幼稚園

読み聞かせボランティアむつみおはなした
い

谷口ファルコンズ 谷口中学校 野球部 谷矢部東町内会

豊岡小学校放課後キッズクラブ 豊島卓球クラブ 足柄台中学校 追浜幼稚園

追浜高等学校定時制 逗子なないろ保育園 逗子ホワイトハウス管理組合 逗子市教委教育部

逗子市療育教育総合センター 逗子市立久木中学校 逗子市立久木小学校 逗子市立小坪小学校

逗子市立池子小学校 逗子市立沼間中学校 逗子市立沼間小学校 逗子市立逗子中学校

逗子市立逗子小学校 道くさC.C. 郷和台・ライオンズ子供会 郷和台自治会

都岡小学校 都岡小学校放課後キッズクラブ 野川子ども文化センター 野川小学校わくわくプラザ



野庭すずかけ小放課後キッズクラブ 野庭キッカーズ 野比中学校 野比東小学校 野比中村町内会

野田鎌田学園横浜高等専修学校 金井町内会子ども会 金井高校PTA 金剛保育園

金沢ぴよっこ保育園 金沢大道幼稚園 金沢愛児園 金沢放課後児童クラブ

金沢警察署少年柔道推進会 金田学童保育会 金目小学校 金程小学校わくわくプラザ

釜利谷南小学校放課後キッズクラブ 釜利谷小学校放課後キッズクラブ 釜利谷東小学校放課後キッズクラブ 釜利谷西小はまっ子ふれあいスクール

鎌倉こども学園「チューリップ」 鎌倉女子大学幼稚部 鎌倉市梶原山町内会 鎌倉市立大船保育園

鎌倉市立岡本保育園 鎌倉市立岩瀬中学校 鎌倉市立深沢保育園 鎌倉市立由比ガ浜保育園

鎌倉市立第一小学校PTA 鎌倉市立腰越保育園 鎌倉市立関谷小学校校外委員会 長井婦人会こども園

長尾小学校わくわくプラザ 長岡こども園 長沢小学校わくわくプラザ 長津田団地 みどり若草子供会

長津田小学校放課後キッズクラブ 長谷川第九小学校 長谷幼稚園 開成南小学校

開成町役場 環境防災課 開成町教育委員会 開成町立北足柄中学校 開成町立文命中学校

開成町立開成小学校 開成町立開成幼稚園 阿部学園すみれが丘幼稚園 随縁寺学園上中里幼稚園

障がい者野球チーム 東京ジャイアンツ 障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール 障害者地域活動ホームあさひ 障害者地域活動ホームふれあいの家

障害者ｽﾎﾟｰﾂ文化ｾﾝﾀｰ
横浜ﾗﾎﾟｰﾙ

雲柱社 白百合幼児園 青い鳥幼稚園 青少年わくわくプラザ

青空子ども会 青葉台小学校放課後キッズクラブ 風の子ひろば南足柄 風の子ひろば岩原

風の谷の防災委員会 風の谷幼稚園 飯島中学校PTA 飯島子ども会

飯島小学校放課後キッズクラブ 馬堀海岸3丁目子供会 駒岡保育園 高坪自治会

高津小学校わくわくプラザ 高田東小学校放課後キッズクラブ 高石保育園保護者協議会 高谷保育園

高谷子どもクラブ 高谷小学校PTA 高部屋ミニバスケットボールクラブ 高部屋愛育保育園

鳥海ヶ丘子供会 鴨志田スワローズ 鴨志田第一FC 鴨志田第一小学校放課後キッズクラブ

鶴ヶ峯小学校はまっ子ふれあいスクール 鶴久保小学校 鶴巻第2児童ホーム 鶴巻第三児童ホーム

鶴巻第１児童ホーム 鶴見すずらん保育園 鶴見ハート保育園 鶴見中央ハート保育園

鶴見乳幼児福祉センター入船の森保育園 鷹取トップス 鷺沼小学校わくわくプラザ 鹿島台小学校

麦っ子畑保育園 麻生小学校わくわくプラザ 龍厳寺保育園 （株）WiSH

５丁目子ども会 ＫＦＪ多摩なのはな保育園 ＮＰＯ法人ひばり児童育成クラブ ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙたまﾌ
ﾟﾗｰｻﾞ

ﾏﾘｱﾓﾝﾃｯｿｰﾘｴﾚﾒﾝﾀﾘｰｽｸ
ｰﾙ

■新潟県 STELLA新体操クラブ クロサキ かどるあっぷ さんぽく北小学校 さんぽく森のなかよし学童保育所

たんぽぽ保育園 つくし保育園 ときわ会GORO なんしょうクラブ

はまぐみ特別支援学校 ひまわり保育園 ほのぼの家族 みどりこども園

ココンプラス西新発田 三条市立上林小学校 三条市立井栗小学校 上越市立直江津小学校

二之町学童保育所 五泉市立五泉東小学校 佐渡市立川原田小学校 佐渡市立赤泊小学校

保内学童保育所 分水中学校 加茂市立七谷中学校 加茂市立七谷小学校

加茂市立下条小学校 加茂市立加茂中学校 加茂市立石川小学校 加茂市立葵中学校

加茂市立須田中学校 加茂市立須田小学校 南町学童保育所 大蒲原小学校

大通コミュニティ協議会 山辺里学童保育所 岩船学童保育所 島上保育園

川東小学校 新潟市アグリパーク 新潟市立太夫浜小学校 新潟市立松浜中学校

新潟市立白山小学校 新潟市立立仏小学校 新潟市立竹尾小学校 新潟県三条市立大崎学園

新潟県村上市立平林小学校 新潟県燕市立大曲八王寺保育園 新潟県燕市立小池保育園 新潟県特別支援学校長会

新潟県立佐渡特別支援学校 新潟県立加茂高等学校 新潟県立新潟よつば学園 新潟県立新潟盲学校

新潟県立新潟聾学校 新潟県立新発田竹俣特別支援学校 新潟県立東新潟特別支援学校 新潟県立柏崎特別支援学校

新潟県立江南高等特別支援学校 新潟県立西蒲高等特別支援学校 新潟県立長岡聾学校 新潟青陵高等学校

新発田市立紫雲寺小学校 新発田竹俣特別支援学校いじみの分校 朝日学童保育所 村上市立さんぽく小学校

村上市立山北そらいろ保育園 村上市立山北中学校 村上市立山居町保育園 村上市立山辺里保育園

村上市立山辺里小学校 村上市立岩船保育園 村上市立瀬波保育園 村上市立猿沢保育園

村上市立神納小学校 村上市立第一保育園 村上市立第二保育園 村上市立舘腰保育園

村上市立金屋保育園 村上市立高南保育園 村上東中学校 村上特別支援学校

江南高等特別支援学校 川岸分校 瀬波学童保育所 燕北中学校 燕北小学校

燕市教育委員会 燕市教育委員会学校教育課 燕市立あおい保育園 燕市立つぼみ保育園

燕市立よしだ保育園 燕市立三方崎保育園 燕市立分水北小学校 燕市立分水小学校

燕市立吉田中学校 燕市立吉田北保育園 燕市立吉田北小学校 燕市立吉田南小学校



燕市立吉田小学校 燕市立吉田日之出保育園 燕市立大関小学校 燕市立小中川小学校

燕市立小池中学校 燕市立小池小学校 燕市立小高保育園 燕市立島上小学校

燕市立松長小学校 燕市立水道町保育園 燕市立燕こども園 燕市立燕中学校

燕市立燕南こども園 燕市立燕南小学校 燕市立燕東小学校 燕市立燕東幼稚園

燕市立燕西小学校 燕市立笈ヶ島保育園 燕市立粟生津保育園 燕市立藤の曲保育園

燕市立西燕保育園 第二つくし保育園 粟生津小学校 聖籠町立亀代こども園

聖籠町立蓮潟こども園 聖籠町立蓮野こども園 行谷小学校 認定こども園ひまわり幼稚園

金屋学童保育所 長岡市立大積小学校 長岡市立東谷小学校 長岡市立福戸小学校

阿賀町立三川小学校 阿賀野市立安田小学校

■富山県 FCひがし HIGASHI おやとこ保育園 かもめ児童センター

すずめ児童センター つばめ児童センター ひばり児童センター 上堀南町内会

南砺市立福光中学校 テストサイト 堀岡保育園 富山市立五福小学校 富山市立山室小学校

富山県黒部市立中央小学校 魚津市こども課保育係

■石川県 (福）聖ヨハネ会 しお子どもの家 かほく市立宇ノ気中学校 とぎ保育園 ゴールデンイーグルプログラム金沢

ピノキオクラブ メロン幼稚園 中甘田保育園 加賀市立三木小学校

加賀市立山中小学校 加賀市立橋立中学校 加賀市立橋立小学校 加賀市立湖北小学校

加賀市立金明小学校 千坂福祉協会かみやちこども園 千坂福祉協会かみやち児童クラブ 千坂福祉協会千坂こども園

千坂福祉協会山王こども園 土田保育園 学校法人久直学園明成幼稚園 宝達中学校

富来小学校 富来放課後児童クラブ 小松市立東陵小学校 志賀放課後児童クラブ

志賀町立富来中学校 志賀町立志加浦小学校 志賀町立志賀中学校 志賀町立志賀小学校

教頭会（能美・小松・加賀） 樋川小学校 津幡町立井上小学校 津幡町立太白台小学校

珠洲市立蛸島小学校 白山市立東明小学校PTA 石川県加賀市立緑丘小学校 社会福祉法人湯涌福祉会湯涌保育園

穴水町立向洋小学校 穴水町立穴水中学校 穴水町立穴水小学校 羽咋市立余喜小学校

羽咋市立粟ノ保小学校 聖ヨハネこども園 萩野台小学校 輪島市立三井小学校

金沢市立三谷小学校 金沢市立北鳴中学校 金沢市立千坂児童館 金沢市立千坂小学校

金沢市立東浅川小学校 金沢市立湯涌・芝原小中学校 金沢市立田上小学校 金沢市立鳴和中学校

金石児童館 高浜保育園

■福井県 るんびに保育園 上中中学校 神明児童クラブ 若狭町立三方中学校

若狭町立岬小学校・三方中学校岬分校

■山梨県 うぐいすの杜学園 わかば支援学校ふじかわ分校 一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラ
ブ

中村塾

南アルプス子どもの村小学校・中学校 塩山高校野球部 学校法人双葉幼稚園 小原二区育成会

小笠原AC 小菅村立小菅中学校 小菅村立小菅小学校 山梨市ハンドボールスポーツ少年団

山梨市学童クラブ 山梨市教育委員会 山梨市立八幡小学校 山梨市立加納岩小学校

山梨市立山梨北中学校 山梨市立山梨南中学校 山梨市立山梨小学校 山梨市立岩手小学校

山梨市立後屋敷小学校 山梨市立日下部小学校 山梨市立日川小学校 山梨市立笛川中学校

山梨市立笛川小学校 山梨県立あけぼの医療福祉センター 山梨県立あけぼの支援学校 山梨県立かえで支援学校

山梨県立ふじざくら支援学校 山梨県立やまびこ支援学校 山梨県立ろう学校 山梨県立わかば支援学校

山梨県立上野原高等学校 山梨県立中央高等学校 山梨県立甲府工業高等学校定時制 山梨県立甲府支援学校

山梨県立盲学校 山梨県立都留興譲館高等学校 山梨県立韮崎高等学校定時制 山梨県立高等支援学校桃花台学園

山梨県義務教育課 市川三郷町立大塚小学校 市川三郷町立市川中学校 敷島北小学校

松里小学校 牧丘わくわく学園 甲州市児童クラブ 甲州市教育委員会生涯学習課社会教育担当

甲州市立井尻小学校 甲州市立勝沼中学校 甲州市立勝沼小学校 甲州市立塩山中学校

甲州市立塩山北中学校 甲州市立塩山北小学校 甲州市立塩山南小学校 甲州市立大和中学校

甲州市立大和小学校 甲州市立大藤小学校 甲州市立奥野田小学校 甲州市立松里中学校

甲州市立玉宮小学校 甲州市立神金小学校 甲府市立南西中学校 甲斐清和高等学校

甲斐清和高等学校 通信制課程 社会福祉法人 慶千会 祝小学校 菱山小学校

赤尾保育園 陸上教室 韮崎北西小学校 韮崎小学校

■長野県 下諏訪南小高木地区PTA 中沢小学校応援隊 内鎌地区子ども会 境保育園

境小学校児童クラブ 富士見保育園 富士見小学校児童クラブ 富士見町地区公民館子どもの居場所づくり



富士見町教育委員会 富士見町教育委員会生涯学習課 富士見町立富士見小学校 富士見町立本郷小学校

本郷保育園 本郷小学校児童クラブ 東伊那小学校たかずやっ子応援隊 松尾小学校PTA 代田支部

池田町会染小学校滝沢地区 池田町公民館 福岡高齢者クラブ福寿会 筑北村社会福祉協議会

総合福祉施設 須坂やすらぎの園 落合保育園 西山保育園 豊田小学校

長野工業高等専門学校 長野県諏訪実業高等学校

■岐阜県 ゆうクラブ ボーイスカウト各務原第2団 一般社団法人幼児発達診断学会 前宮保育所

多治見工業高校 多治見西高校・付属中学校 安八町立名森小学校 岐阜県本巣市立弾正小学校

岐阜県立中濃特別支援学校 岐阜県立土岐商業高等学校 岐阜県立土岐紅陵高等学校 岐阜県立大垣桜高等学校

岐阜県立大垣特別支援学校 岐阜県立恵那養護学校 川島東こども園 東濃フロンティア高校

社会福祉法人 擁童協会 大野保育園 神戸町立下宮小学校 神戸町立北小学校 神戸町立南平野小学校

美濃市立藍見小学校 菫南幼稚園 認定こども園 各務保育園 認定こども園だいち

■静岡県 富士市立鷹岡小学校 (財)静岡県サッカー協会4種少年委員会 ALEGRIA C.C. FCパラヴェンセル

Gクレフ King’s Academy Mommys' Chat Cafe NPOエシカファームNIHOアルテ

NPO法人 EPO NPO法人ゴウディングコミュニティ NPO法人スマイルベリー OISCAフットボールクラブ

Sfida golサッカースクール あさば保育園 あそびこども園

あそび西ケ崎保育園 いっぽ いまいずみ児童クラブ おおぞら日本人幼稚園

ことり保育園 たんぽぽ保育園 ちびっこくらぶ たんぽぽ ちゅうりっぷ保育園

つくし保育園 どんぐり保育園・どんぐり保育園ベビー なかよしげんきクラブ のびのび南クラブ

のびのび西クラブ はあとふる保育園 ぱぴるす ひくま幼稚園

みなみっこクラブ めいわ可睡保育園 めいわ月見保育園 ゆうな保育園

よしわらっ子児童クラブ わかば幼稚園 アソベル久能 アマリリス

オイスカフットサルスクール コミュニティー英会話 ジュビロサッカーアカデミー天竜東地区 スポーツコミュニティ磐田・ポーラスター

タオディエン日本人幼稚園 ドリーム ハッピーキッズ ハッピー保育園

ハッピー第三保育園 リアンピース レゾン袋井フットボールクラブ 万野幼稚園

三島市教育委員会 生涯学習課 三島町子ども会 上町自治会防災センター 上越教育大学大学院 静岡山屋敷の会

下町地区連絡網 丘児童クラブ 伊東市少年少女合唱団 伊東市生涯学習課

伊東市立さくら園 伊東市立伊東幼稚園 伊東市立八幡野小学校 伊東市立八幡野幼稚園

伊東市立南小学校 伊東市立南幼稚園富士見分園 伊東市立吉田幼稚園 伊東市立大池小学校

伊東市立宇佐美保育園 伊東市立宇佐美幼稚園 伊東市立富士見保育園 伊東市立富戸小学校

伊東市立対島中学校 伊東市立広野保育園 伊東市立旭小学校 伊東市立東小学校

伊東市立池小学校 伊東市立池幼稚園 伊東市立玖須美保育園 伊東市立荻幼稚園

伊豆の国市小規模保育A型 クオレ保育園 伊豆ジュニアブラス 伊豆栄光なぎさ保育園 伊豆栄光富戸保育園

伊豆栄光湯川保育園 伊豆栄光荻保育園 伊豆総合高等学校土肥分校 伝法児童クラブ

保育所きこりのおうち 優武空手 元城サッカークラブ 八幡野保育園

函南サッカースポーツ少年団 函南町立二葉幼稚園 初倉中学校野球部父母会 厚原西1区子供会

厚原西3区子ども会 可美中卓球部 吉原北中女子ソフトテニス部 吉原第二中学校水泳部

周智郡森町立森中学校 四丁河原下区ＰＴＡ 四丁河原南区 四季の風保育園

堀越上子供会 大幡育成会 大淵中体育館利用委員会 大淵中学校

大渕児童クラブ 天神町子ども会 天竜こども園 天竜東トレセン

子ども早期療育支援センター はぐくみ 学校法人橘学園 小規模保育所 Orange Egg 学校法人渡辺学園たかおかこども園 学童保育所 こぐまクラブ

富士こでまり保育園 富士ことのは保育園 富士にじいろ保育園 富士南小学校

富士市こどもエコクラブ 富士市スポーツ推進委員会 富士市市民部スポーツ振興課 富士市役所 保育幼稚園課

富士市教育委員会学校教育課 富士市立丘小学校 富士市立今泉小学校 富士市立伝法小学校

富士市立元吉原中学校 富士市立元吉原小学校 富士市立南幼稚園 富士市立原田幼稚園

富士市立吉原北中学校 富士市立吉原東中学校 富士市立吉原第一中学校 富士市立吉原第三中学校

富士市立吉原第二中学校 富士市立吉原第二中学校男子テニス部 富士市立吉永第一小学校 富士市立吉永第二小学校

富士市立大淵幼稚園 富士市立大淵第一小学校 富士市立大淵第二小学校 富士市立天間小学校

富士市立天間幼稚園 富士市立富士中央小学校 富士市立富士中学校 富士市立富士南小学校

富士市立富士川第一小学校 富士市立富士川第一幼稚園 富士市立富士川第二中学校 富士市立富士川第二小学校

富士市立富士第一小学校 富士市立富士見台小学校 富士市立岩松中学校 富士市立岩松北小学校

富士市立岩松小学校 富士市立岩松幼稚園 富士市立岳陽中学校 富士市立広見小学校



富士市立昭和幼稚園 富士市立東小学校 富士市立松野こども園 富士市立田子浦中学校

富士市立田子浦小学校 富士市立田子浦幼稚園 富士市立看護専門学校 富士市立神戸小学校

富士市立青葉台小学校 富士市立須津中学校 富士市立須津小学校 富士市立鷹岡中学校

富士市認可小規模保育事業所 くものうえ 富士市青少年相談センター 富士東高校バドミントン部 富士第二小学校

富士陸上 寺脇町子ども会 小羊学園 つばさ静岡 小規模保育所えん

小野田子供会 島田市立五和小学校 島田市立看護専門学校 平井島子供会

平垣北子供会 広見子どもクラブ 御堂林町自治会 愛と希望の保育園

掛川あそび保育園 掛川しあわせ学童保育所 掛川にじいろ保育園 掛川芙蓉会

放課後等デイサービス いろは 放課後等デイサービス たいよう 放課後等デイサービス フレンズ 放課後等デイサービス 有永寮

放課後等デイサービス ＭＩＲＡＩ 放課後等デイサービス「つなぐ」 放課後等デイサービスぷるめりあ 放課後等デイサービス・スマイル

日乃出町保護者 明和第一保育園 曳馬中学校 水泳部 東っ子学童クラブ

東わくわくクラブ 東海アクシス看護専門学校 東部地区サッカー教室 株式会社あそび学園

株式会社アレミティ konoki 株式会社リカバリー佐倉 森町立一宮幼稚園 森町立園田幼稚園

森町立天方幼稚園 森町立宮園小学校 森町立森小学校 森町立森幼稚園

森町立飯田小学校 沼津市立沢田小学校 沼津市立看護専門学校 沼津市立西浦小学校

沼津市立香貫小学校 沼津特別支援学校伊豆田方分校 浅羽学園袋井市立浅羽南小学校 浅羽東小学校放課後児童クラブ

浜北西保育園 浜松トレセン 浜松ライオネット児童合唱団ばらの会 浜松丸塚中学校サッカー部

浜松市市民協働センター 浜松市浜松手をつなぐ育成会 浜松市私立幼稚園協会 浜松市立看護専門学校

浜松市立高等学校サッカー部 浜松東こども園 浜松湖南高校サッカー部 浜松特別支援学校城北分校

浜松蒲サッカースポーツ少年団 熱海市立伊豆山小学校 特定非営利活動法人 みらいアース 特定非営利活動法人 魅惑的倶楽部

特定非営利活動法人エシカファーム 特定非営利活動法人Ｈａｒｍｏｎｙ 白羽町子ども会 磐田Jr.マーチングバンド

社会福祉法人 つくし会 つくし保育園 社会福祉法人 なごみかぜ 社会福祉法人 愛誠会 社会福祉法人 愛誠会 トミーズ

社会福祉法人 春風寮 社会福祉法人 福浜会 社会福祉法人なごみかぜ風の森 社会福祉法人明和会

社会福祉法人明和会 明和第二保育園 社会福祉法人明和会 袋井学園 社会福祉法人明和会あきは寮 社会福祉法人長生会

神戸児童クラブ 神戸１丁目オアシスの会 神長自治会館 竜洋ＦＣスポーツ少年団

聖隷ジュニアフットボールクラブ 菊川市立内田小学校 蒲原地区社会福祉協議会 藤枝市立広幡小学校

藤枝市立朝比奈第一小学校 藤枝市立葉梨小学校 藤枝市立葉梨西北小学校 藤枝市立藤岡小学校

藤枝市立西益津小学校 藤枝市立青島中学校 藤枝市立高洲中学校 藤枝市立高洲小学校

蜆塚キッズ 音楽でチョボラ 袋井あそび保育園 袋井スポーツクラブ 袋井トレセン

袋井市子ども早期療育支援センター 袋井市立今井小学校 袋井市立周南中学校 袋井市立山名小学校

袋井市立浅羽中学校 袋井市立浅羽北小学校 袋井市立浅羽東小学校 袋井市立笠原小学校

袋井市立若葉幼稚園 袋井市立袋井中学校 袋井市立袋井北小学校 袋井市立袋井南保育所

袋井市立袋井南小学校 袋井市立袋井東小学校 袋井市笠原保育所 袋井特別支援学校磐田見付分校

西部支部4種女子トレーニングセンター 西部支部サッカーアカデミー 辻児童クラブ 野間自由幼稚園

長泉ジュニア複合スポーツ少年団Joinus 長溝中学PTA 長溝子供会 長谷子ども会

間宮幼稚園 障がい者 グループホーム からし種 青葉子供会 靖国子ども会

静大附属特別支援学校 静岡北特別支援学校 静岡市立清水看護専門学校 静岡市立静岡看護専門学校

静岡県サッカー協会キッズ委員会西部支部 静岡県中部看護専門学校 静岡県富士市立原田小学校 静岡県富士市立吉原小学校

静岡県富士市立富士川第一中学校 静岡県立三方原学園 静岡県立下田高等学校 静岡県立下田高等学校南伊豆分校

静岡県立中央特別支援学校 静岡県立伊豆中央高等学校 静岡県立吉原高等学校 静岡県立天竜特別支援学校

静岡県立富士特別支援学校 静岡県立富士特別支援学校富士宮分校 静岡県立川根高等学校 静岡県立掛川特別支援学校

静岡県立掛川特別支援学校御前崎分校 静岡県立東部特別支援学校伊東分校 静岡県立東部特別支援学校伊豆松崎分校 静岡県立沼津特別支援学校

静岡県立沼津特別支援学校愛鷹分校 静岡県立沼津視覚特別支援学校 静岡県立浜北特別支援学校 静岡県立浜松南高等学校

静岡県立浜松特別支援学校 静岡県立浜松特別支援学校朝霧分教室 静岡県立浜松特別支援学校磐田分校 静岡県立浜松視覚特別支援学校

静岡県立清水特別支援学校 静岡県立藤枝特別支援学校 焼津分校 静岡県立袋井特別支援学校 静岡県立西部特別支援学校

静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校 静岡県立静岡南部特別支援学校 静岡県立静岡聴覚特別支援学校 静岡県立静岡視覚特別支援学校

静岡県立静岡高等学校(全日制) 静岡県立静岡高等学校定時制 静岡県藤枝市立高洲南小学校 静岡県袋井市立三川小学校

静岡県袋井市立袋井南中学校 静岡県袋井市立袋井西小学校 静岡県袋井市立高南小学校 静岡県西部キッズ委員会

静岡県障がい者水泳協会強化部 静岡聖光学院ラグビー部 保護者会・後援会 静岡英和女学院中学校・高等学校 静岡英和女学院高等学校

飯田児童クラブ 飯田幼稚園 鷹岡エンデェバーズ

■愛知県 Green Whales (Basketball Team) NPO法人しっぷ あすなろう子供会 かもめ三ツ井保育園

こどもデイサービスmoana つなハピ やまぐち保育園 わかばこども園



エンジェルキッズ勝川園 スター・キッズ セリオ 豊明 チャイルドほーむ熱田園

チャイルドハート東海本店 チャイルドハート東海江南 チャイルドホーム小田井園 ネバーランド子ども会

ボーイスカウト名古屋第１０９団 一宮かもめ保育園 一宮市すぎの子教室 一宮市たけのこ園

一宮市立いずみ学園 一宮市立中島小学校 一宮市立丹陽中学校 一宮市立丹陽南小学校

一宮市立丹陽小学校 一宮市立丹陽西小学校 一宮市立北方中学校 一宮市立北方小学校

一宮市立北部中学校 一宮市立千秋中学校 一宮市立千秋南小学校 一宮市立千秋小学校

一宮市立千秋東小学校 一宮市立南部中学校 一宮市立向山小学校 一宮市立大和南中学校

一宮市立大和南小学校 一宮市立大和東小学校 一宮市立大志小学校 一宮市立奥中学校

一宮市立奥小学校 一宮市立宮西小学校 一宮市立富士小学校 一宮市立尾西第一中学校

一宮市立尾西第三中学校 一宮市立末広小学校 一宮市立浅野小学校 一宮市立萩原中学校

一宮市立萩原小学校 一宮市立葉栗中学校 一宮市立葉栗北小学校 一宮市立西成小学校

一宮市立西成東部中学校 一宮市立貴船小学校 一宮市立赤見小学校 一宮市立野口保育園

一宮市立開明小学校 三出子供会 中部保育園 九品寺幼稚園

伊良湖岬保育園 児童デイサービス ＢＯＷ一宮 六連保育園 刈谷市立富士松中学校

前山区スポーツ少年団 古城1子供会 古瀬戸保育園 名古屋ライトハウス

名古屋市立志段味東小学校 名古屋市立愛知小学校ＰＴＡ 名古屋市立港北中学校 名古屋敬進高等学院

名古屋特別支援学校 大久保子ども会 大久保町 保護者会 大和東校下児童クラブ

大治町児童クラブ（大治町社会福祉協議会
）

大治町立大治中学校 大治町立大治南小学校 大治町立大治小学校

大治町立大治西小学校 大草保育園 妙興寺南子ども会 学校法人双峰学園双峰幼稚園

宝島(幡山・八幡)児童クラブ 富士見の森こども園 専門学校日本デザイナー芸術学院 岡保育園

愛知県一宮市立三条小学校 愛知県一宮市立瀬部小学校 愛知県一宮市立葉栗小学校 愛知県一宮市立西成中学校

愛知県一宮市立起小学校 愛知県刈谷市立小垣江東小学校 愛知県瀬戸市立八幡保育園 愛知県瀬戸市立古瀬戸小学校

愛知県田原市立和地小学校 愛知県立ひいらぎ特別支援学校 愛知県立みあい特別支援学校 愛知県立一宮工科高等学校

■三重県 東員町立稲部幼稚園・いなべ保育園 東員町立笹尾東小学校 東員町立笹尾東幼稚園・笹尾第二保育園

東員町立笹尾西幼稚園・笹尾第一保育園 東員第一中学校 東紀州くろしお学園 松坂市立大江中学校

松坂市立朝見小学校 松阪市子ども発達総合支援センター 松阪市学校校務員会 松阪市立つばな保育園

松阪市立みなみ保育園 松阪市立中原幼稚園 松阪市立伊勢寺小学校 松阪市立南小学校

松阪市立大河内小学校 松阪市立大石幼稚園 松阪市立山室幼稚園 松阪市立東保育園

松阪市立東黒部小学校 松阪市立松尾幼稚園 松阪市立松江幼稚園 松阪市立柿野小学校

松阪市立機殿小学校 松阪市立粥見小学校 松阪市立花岡幼稚園 松阪市立西黒部小学校

松阪市立西黒部幼稚園 松阪市立飯南中学校 松阪市立香肌小学校 柘植小学校

柘植第二保育園 栗葉放課後児童クラブ 株式会社はるかぜファーム 桃園幼稚園

桑名市多度保育所 桑名市役所 子ども発達・小児在宅支援室 桑名市桑陽保育所 桑名市立伊曽島小学校

桑名市立修徳小学校 幼稚園 桑名市立光陵中学校 桑名市立光陵幼稚園 桑名市立光風中学校

桑名市立城南小学校 桑名市立城東小学校 桑名市立多度中学校 桑名市立多度中小学校

桑名市立多度北小学校 桑名市立多度幼稚園 桑名市立多度東小学校 桑名市立多度青葉小学校

桑名市立大和小学校 桑名市立大山田北小学校 桑名市立大山田南小学校 桑名市立大山田東小学校

桑名市立大山田西小学校 桑名市立大成小学校 桑名市立成徳中学校 桑名市立成徳南幼稚園

桑名市立明正中学校 桑名市立桑部小学校・幼稚園 桑名市立正和中学校 桑名市立深谷小学校

桑名市立立教小学校 桑名市立長島中学校 桑名市立長島中部小学校 桑名市立長島北部小学校

桑名市立長島北部幼稚園 桑名市立長島幼稚園 桑名市長島中部保育所 桔梗が丘学園

桔梗が丘小学校く放課後児童クラブなかよ
し

梅ヶ丘小学校区放課後児童クラブ 森音の郷・池田地区子ども会 椋本地区放課後児童クラブ 芸濃KIDS

橋北中学校 橋南ＳＣサッカー保護者会 比奈知小学校 泉ヶ丘保育園

津こども園 津みどりの森こども園 津みらい学園 津カトリックこども園

バンブーハウス ファミリアキッズ大和田 ファミリアキッズ守口 ファミリアキッズ門真

フリースクールこころ ボーイスカウト和泉第２団 三日市幼稚園 交野小学校

交野市放課後児童会事務局 交野市立くらやま認定こども園 交野市立倉治小学校 交野市立児童発達支援センター

交野市立妙見坂小学校 交野市立第一中学校 交野市立第三中学校 交野市立第二中学校

交野市立第四中学校 交野市立藤が尾小学校 交野市立長宝寺小学校 佐竹台青少年対策委員会

八尾市放課後児童教室 八尾市立北山本小学校PTA 八尾市立高美小学校 八尾市立龍華中学校 ソフトボール部



加守町１丁目子ども育成会 北稜中学校 北阪保育園 千代田台こども園保護者会

千里たけみ小学校 四條畷市立くすのき小学校 四條畷市立児童発達支援センター 四條畷市立四條畷中学校

四條畷市立四條畷南中学校 四條畷市立四條畷南小学校 四條畷市立四條畷東小学校 四條畷市立四條畷西中学校

四條畷市立岡部小学校 四條畷市立忍ヶ丘小学校 四條畷市立田原中学校 堺市立平尾小学校

堺市立浜寺昭和小学校 堺市立美原西中学校 堺看護専門学校 大地福祉会 宙保育園

大地福祉会 遊こども園 大宮 大宮ＪＳＣ 大東中央幼稚園

大東市立泉小学校 交通安全協議会 大阪eゲームズ高等学院 大阪工業大学教職教室 大阪市立三軒家西幼稚園

大阪市立加美中学校 大阪市立加美北小学校 大阪市立加美小学校 大阪市立加美東小学校PTA

大阪市立墨江幼稚園 大阪市立日東幼稚園 大阪市立木津中学校 大阪市立東中本幼稚園

大阪市立桃陽小学校PTA 大阪市立滝川小学校 大阪市立滝川幼稚園 大阪市立聖和小学校PTA

大阪市立聖賢小学校 大阪市立聾学校 大阪市立長吉幼稚園 大阪市立高倉小学校

大阪府四條畷市立四條畷小学校 大阪府四條畷市立岡部保育所 大阪府四條畷市立田原小学校 大阪府太子町子育て支援課

大阪府河内長野市立楠小学校 大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 大阪府立なにわ高等支援学校 大阪府立むらの高等支援学校

大阪府立中央聴覚支援学校 大阪府立佐野支援学校 大阪府立八尾支援学校 大阪府立和泉支援学校

大阪府立堺聴覚支援学校 大阪府立大学工業高等専門学校後援会 大阪府立大正白稜高校 大阪府立大阪北視覚支援学校

大阪府立大阪南視覚支援学校 大阪府立寝屋川支援学校 大阪府立東大阪支援学校 大阪府立枚方支援学校

大阪府立泉北高等支援学校 大阪府立泉南支援学校 大阪府立生野聴覚支援学校 大阪府立箕面支援学校

大阪府立美原高等学校 大阪府立西浦支援学校 大阪府立豊中支援学校 大阪府立難波支援学校

大阪日本語学院 太子町立幼稚園 学校法人 栗岡学園 四条畷看護専門学校 学校法人だいもん学園 開智幼稚園

学校法人ふじ学園 原山台幼稚園 学童保護者会（第二小学校） 守口市 もりぐち児童クラブ登録児童室 守口市こども施設課

守口市立あおぞら認定こども園 守口市立にじいろ認定こども園 守口市立わかくさ・わかすぎ園 守口市立南小学校

守口市立外島認定こども園 守口市立庭窪中学校PTA 市立忍ケ丘あおぞらこども園 市辺町会地車会

平野支援学校 庄内こどもの杜幼稚園 府中西町会 放課後ディサービス はぐの家

放課後等ディサービス ショーンズハウス 放課後等ディサービス ルカズハウス 放課後等デイサービス わくわくエイト 放課後等デイサービス アイビー

放課後等デイサービスみっくす 放課後等デイサービスＣＯＣＯはびきの 新喜多中学校 日本メディカル福祉専門学校

日本理工情報専門学校 日本理工情報専門学校日本語学科 旭小学校 明光ワークス

条南小学校 東佐井寺育成室 たんぽぽ学級 板原こども会 枚方市立桜丘北小学校

株式会社にじいろ 桃の木の森こども園 榎本めだか学童保育所 榎本小学校PTA

河内長野市放課後児童会 河内長野市立三日市小学校 河内長野市立三日市小学校PTA 河内長野市立千代田小学校

河内長野市立小山田小学校 河内長野市立東中学校 河内長野市立長野中学校 泉佐野市留守家庭児童会

泉南市地域子育て支援センター ひだまり 泉南市子ども総合支援センター 泉南市留守家庭児童会 泉南市立なるにっこ認定こども園

泉南市立新家東小学校 泉南市立砂川小学校 泉大津アルザスサッカークラブ 泉大津市幼児・親子教室

泉大津市教育委員会スポーツ青少年課 泉大津市東雲町子ども会 泉大津市浜小学校 泉大津市立えびす認定こども園

泉大津市立かみじょう認定こども園 泉大津市立くすのき認定こども園 泉大津市立上条保育所 泉大津市立上條小学校

泉大津市立宇多保育所 泉大津市立小津中学校 泉大津市立戎保育所 泉大津市立戎小学校

泉大津市立旭小学校 泉大津市立旭幼稚園 泉大津市立条南幼稚園 泉大津市立条東保育所

泉大津市立条東小学校 泉大津市立条東幼稚園 泉大津市立東陽中学校 泉大津市立楠小学校

泉大津市立浜保育所 泉大津市立穴師小学校 泉大津市立穴師幼稚園 泉大津市立要保育所

泉大津市立誠風中学校 浜寺校区自主警備隊 浪速高等学校・中学校ＰＴＡ 甲陽園小学校放課後キッズルーム（イング
）

白木学童クラブ 私市小学校 自閉症児を持つ親の会クローバー 西百舌鳥のびのび放課後ルーム保護者会

視覚障がい者支援センター 希望教室 豊中文化幼稚園 貝塚市立永寿小学校 貝塚市立葛城小学校

郡津小学校PTA 門真市立こども発達支援センター 門真市立上野口保育園 門真市立大和田幼稚園

門真市立浜町保育園 門真市立砂子みなみこども園 門真市立第四中学校 青少年育成課

青葉学園 音楽療育おとゆいキッズ ＮＰＯ熊取こどもとおとなのネットワーク

■兵庫県 NPO法人姫路インターナショナルスクール あこーでぃおん あっぷるみんと＆いちごみんと あまよう特別支援学校

きらめき保育園 たつのクリエイト会 どんぐり保育園 にじいろサロン

はりまスマートスクールプロジェクト ひだまりサロン エンジェルキッズ甲南山手園 エンジェルキッズ神戸園

キッズプレイスとんぼ サンホームみかづき トレジャーキッズにしなだ保育園 バンディオンセ神戸

三木市立自由が丘東小学校 三田市立つつじが丘小学校PTA 上津台5丁目自治会 上野田子供会

中山桜台小学校 伊丹 森のほいくえん 伊伝居本町子供会 兵庫県相生市立中央小学校

兵庫県立あわじ特別支援学校 兵庫県立但馬農業高等学校 兵庫県立家島高等学校 兵庫県立御影高校



兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 兵庫県立網干高等学校 兵庫県立西脇北高等学校 兵庫県立西脇工業高等学校

兵庫県美方郡新温泉町立照来小学校 加古川市立浜の宮小学校ＰＴＡ 北はりま特別支援学校ランニングクラブ 千僧 森のほいくえん

南あわじ子ども名句カルタ会 南あわじ市立市小学校 夙川 森のほいくえん 大岡学園高等専修学校

姫路市児童合唱団 姫路市社会福祉事業団 姫路市立八幡幼稚園 姫路市立別所小学校

姫路市立別所幼稚園 姫路市立勝原小学校 姫路市立坊勢小学校・中学校 姫路市立坊勢幼稚園

姫路市立城乾幼稚園 姫路市立城西小学校 姫路市立城西幼稚園 姫路市立城陽幼稚園

姫路市立大塩幼稚園 姫路市立大津幼稚園 姫路市立家島小学校 姫路市立御国野幼稚園

姫路市立手柄幼稚園 姫路市立曽左小学校 姫路市立曽左幼稚園 姫路市立水上幼稚園

姫路市立琴陵中学校 姫路市立生涯学習大学校 姫路市立網干中学校 姫路市立網干小学校PTA

姫路市立網干幼稚園 姫路市立船場小学校 姫路市立花田小学校 姫路市立花田幼稚園

姫路市立菅生小学校 姫路市立菅生幼稚園 姫路市立谷内小学校 姫路市立谷外幼稚園

姫路市立豊富幼稚園 姫路市立青山幼稚園 姫路市立高岡幼稚園 姫路市立高浜小学校

姫路市立高浜幼稚園 宍粟市教育委員会 宝梅中学校男子バスケットボール部 家島中学校

小宅小学校子ども会 小野市立小野特別支援学校 小野市立旭丘中学校 尼崎市立北難波小学校

尼崎市立園田南小学校 尼崎市立塚口中学校 尼崎市立小田南中学校 尼崎市立成徳小学校

尼崎市立清和小学校 平木留守家庭児童育成センター 広峰小学校 新温泉町立ゆめっこ認定こども園

新温泉町立夢が丘中学校 新温泉町立大庭認定こども園 新温泉町立浜坂中学校 新温泉町立浜坂南小学校

新温泉町立浜坂西小学校 日ノ本幼稚園 母の会 明星認定こども園 明石リトルリーグ野球協会

景福保育園 東谷中学校サポート隊 株式会社にこのいえ 洛南高等学校附属中学校吹奏楽部保護者の
会

浜坂北小学校 浜坂東小学校 浜坂認定こども園 温泉小学校

熊見PTA 熊見子供会 特定非営利活動法人たけのこさいえんす 瑞松学院

相生市立若狭野小学校 社会福祉法人ひびき福祉会 神戸大学附属中等教育学校 神戸大学附属特別支援学校

神戸市立たるみ幼稚園 神戸市立住吉中学校 神戸市立六甲小学校 神戸市立友生支援学校

神戸市立名谷きぼうの丘幼稚園 神戸市立向洋小学校 神戸市立桜の宮中学校 神戸市立烏帽子中学校

神戸市立王塚台中学校 神戸市立盲学校 神戸市立真陽小学校 神戸市立福池小学校

稲美町立母里小学校 稲野 森のほいくえん 網干西小学校PTA 興浜子供育成会

荒川幼稚園 西二見小規模保育園 西宮どれみ保育園 豊岡市立静修小学校

錦江幼稚園 長田商業高等学校 高木北放課後キッズルーム 高木北育成センター

高木第１育成センター 高木第２育成センター 高須西育成センター

■奈良県 NPO法人 木の家 和（NAGOMI） あおば保育園 おひさまほいくえん かたらい教室(大和高田市適応指導教室)

このみ学園 ともえ学園 どろんこスマイル にこにこパーク保育園

みどり保育所 よのもと保育園 デイサービスまんよう ビレッジガルテン真管駅前プレミアム

三郷町立南畑幼稚園 三郷町立西部保育園 下北山小中学校 今井学童クラブ

今井町町並み保存会 俵口学童保育所 公益財団法人桜井市体育協会 十津川村教育委員会放課後子ども教室

十津川村立十津川中学校 十津川村立十津川第一小学校 十津川第二小学校 大和青少年文化研修道場三松禅寺

大和高田市教育委員会事務局学校教育課 大和高田市立みどり保育所 大和高田市立土庫こども園 大和高田市立天満保育所

大和高田市立浮孔保育所 大和高田市立浮孔小学校 大和高田市立浮孔幼稚園 大和高田市立浮孔西小学校

大和高田市立浮孔西幼稚園 大和高田市立片塩中学校 大和高田市立片塩保育所 大和高田市立片塩小学校

大和高田市立片塩幼稚園 大和高田市立磐園幼稚園 大和高田市立菅原小学校 大和高田市立菅原幼稚園

大和高田市立陵西小学校 大和高田市立陵西幼稚園 大和高田市立高田こども園 大和高田市立高田中学校

大和高田市立高田小学校 大和高田市立高田西中学校 大和高田市青少年補導会 天理市立北中学校

天理教校学園高等学校 奈良ラルゴス還暦野球クラブ 奈良県立医科大学 なかよし保育園 小綱町学童見守り隊

市田塾（中部ブロック） 市田塾（北部ブロッ ク） 市田塾（西部ブロック） 幼保連携型認定こども園 橿原保育園

御所市教育委員会 生涯学習課 御所市福祉部子育て推進課 御所市立大正中学校 御所市立大正小学校

御所市立小林保育所 御所市立幸町保育所 御所市立御所中学校 御所市立葛上中学校

御所市立葛城小学校 放課後等デイサービス パネの森 放課後等デイサービスカカン 斑鳩幼稚園

斑鳩町立斑鳩中学校 斑鳩町立斑鳩東小学校 斑鳩町立斑鳩東幼稚園 斑鳩町立斑鳩西幼稚園

日本教育学院高等学校 晩成放課後児童クラブ 曲川町子ども会 曽爾村立曽爾小中学校

株式会社グローアップ 桜井市立三輪小学校 桜井市立初瀬小学校 桜井市立城島小学校

桜井市立大三輪中学校 桜井市立大福小学校 桜井市立安倍小学校 桜井市立安倍幼稚園

桜井市立朝倉小学校 桜井市立桜井中学校 桜井市立桜井南小学校 桜井市立桜井小学校



桜井市立桜井東中学校 桜井市立桜井西中学校 桜井市立桜井西小学校 桜井市立桜井西幼稚園

桜井市立織田小学校 桜井市立織田纒向幼稚園 桜井市立纒向小学校 極真館奈良県北支部

榛原小学校学童保育室 榛原東小学校学童保育 橿原市人権教育研究会 橿原市子ども総合支援センター

橿原市立 白橿幼稚園 橿原市立今井こども園 橿原市立今井小学校 橿原市立光陽中学校

橿原市立八木中学校 橿原市立大成中学校 橿原市立新沢小学校 橿原市立晩成小学校

橿原市立晩成幼稚園 橿原市立橿原中学校 橿原市立畝傍中学校 橿原市立畝傍北小学校

橿原市立畝傍南小学校 橿原市立畝傍東幼稚園 橿原市立白橿中学校 橿原市立白橿北小学校

橿原市立白橿南小学校 橿原市立真菅北幼稚園 橿原市立真菅小学校 橿原市立真菅幼稚園

橿原市立耳成南小学校 橿原市立耳成南幼稚園 橿原市立耳成小学校 橿原市立耳成小学校学校支援ボランティア

橿原市立耳成幼稚園 橿原市立耳成西小学校 橿原市立耳成西幼稚園 橿原市立香久山小学校

橿原市立香久山幼稚園 橿原市第1こども園 橿原市第５こども園新沢幼稚園・川西保育
所

橿原市ＰＴＡ連合会

河合町すな丸未来塾 河合町立河合第一小学校 河合第二中学校 王寺町教育委員会

王寺町雪丸サポート 王寺町青少年指導委員会 生駒1学童 生駒2学童

生駒3学童 生駒小学校 生駒市立 中保育園 生駒市立ひがし保育園

生駒市立俵口小学校 生駒市立俵口幼稚園 生駒市立小平尾保育園 生駒市立生駒中学校

田原本町立 北中学校 田原本町立北中学校 田原本町立北小学校 田原本町立北幼稚園

田原本町立南小学校 田原本町立南幼稚園 田原本町立平野小学校 田原本町立東小学校

田原本町立田原本中学校 田原本町立田原本小学校 田原本町立認定こども園平野幼稚園 畝傍北ドリームズ

畝傍北小学校 大久保1.2四条1.2.3 畝傍南幼稚園 畝傍南放課後児童クラブ 真弓クラブ

真菅北小学校 真菅北放課後児童クラブ 真菅地域子ども教室 石光保育所

磐園保育所 磐園小学校 社会福祉法人仁風会ビオスキッズ保育園 社会福祉法人真菅福祉会ひかり保育園

第３こども園 第４こども園 耳成西学童クラブ 聖徳中学校

聖心幼稚園 葛中学校 葛城保育所 葛小学校

認定こども園 田原本幼稚園 金橋小学校 金橋放課後児童クラブ 金管バンド部

阪奈中央看護専門学校 飛鳥学院保育所 飛鳥学院学童保育事業部 香久山放課後児童クラブ

香久山総合型スポーツクラブ 香芝市立三和小学校 香芝市立香芝北中学校 香芝東中学校

香芝西中学校 高取国際高校育友会 高取町放課後児童クラブ 高取町立 育成幼稚園

高取町立たかむち小学校 高取町立高取中学校 高取町立高取幼稚園 高取町総合型地域スポーツクラブ

高田カトリック幼稚園 高田西保育所 鴨公小学校

■和歌山県 きのくに子どもの村学園 たちばな支援学校 串本町立古座小学校 串本町立大島中学校

和歌山YMCA 和歌山南陵高等学校 和歌山県立きのかわ支援学校 和歌山県立きのくに青雲高等学校

和歌山県立はまゆう支援学校 和歌山県立みくまの支援学校 和歌山県立みはま支援学校 和歌山県立伊都中央高等学校

和歌山県立南紀支援学校 和歌山県立南紀高等学校 和歌山県立和歌山さくら支援学校 和歌山県立和歌山ろう学校

和歌山県立和歌山盲学校 和歌山県立有田中央高等学校 和歌山県立紀伊コスモス支援学校 和歌山県立紀北支援学校

和歌山県立紀北農芸高等学校 大島小学校 太地こども園 太地学童保育所

太地町立太地中学校 太地町立太地小学校 子育てクラブパンダハウス 市野々小学校

新宮市医師会准看護学院 新宮市立丹鶴幼稚園 新宮市立佐野保育所 新宮市立王子小学校

新宮市立神倉小学校 新宮市立蓬莱保育所 田原小学校 西向小学校

那智勝浦町立下里中学校 那智勝浦町立下里小学校 那智勝浦町立勝浦小学校 那智勝浦町立太田小学校

那智勝浦町立宇久井中学校 那智勝浦町立宇久井小学校 那智勝浦町立那智中学校 ＮＰＯ法人よつ葉福祉会

■鳥取県 (一社)地域サポートネットワークとっとり NPO法人境港スイミングスクール あおぞら児童クラブ あおぞら第三児童クラブ

あおぞら第二児童クラブ あがりみち保育園保護者会 あさひが丘子ども会 あさひヶ丘町内会

あさひ保育所 あすなろ児童クラブ あまりこ保育園 あゆっ子児童クラブ

いきいき成器保育園 いじめ・不登校総合対策センター いちばん星 いなば幼稚園

うさぎ児童クラブ うべのっこ児童クラブ うべのっこ第二クラブ おれんじ児童クラブ

かえるクラブ かすみのさと児童クラブ かにっこ児童クラブ きなんせこども館

くらだ児童クラブ くるみ児童クラブ くれよん保育園 こころのデイケア虹の森

こしき保育所 ことうらこども園 こどものつむぎ2号 こども学園 学童スクール

こなんっ子放課後児童クラブ こばと児童クラブ さいごう児童クラブ さくらんぼ児童クラブ

さとに保育園 しらとりこども園保護者会 そらやま児童クラブ たからの子児童クラブ

たじりこども園 たんぽぽ児童クラブ 鳥取市立美保小学校 ちゃれきんぐ株式会社 ちゃれんじ児童クラブ 第一



つばさ保育園 なかよし児童クラブ はとっ子児童クラブ ひかり保育園

ひだまりクラブ ひまわり保育園 ふたば保育所 ぽっかぽか児童クラブ

ぽらん児童クラブ まつかぜ児童クラブ まつざきこども園 みささこども園

みつばちネットワーク みつばち児童クラブ みどり保育園 みほっこ児童クラブ めだか児童クラブ

もちっ子児童クラブ やばせこども園 ゆりかご保育園 よどえババール園

よみっこクラブ わかあゆ児童クラブ わたり保育園保護者会 アピオンレゴスクール

ウィズユー琴浦 エルルこども学園 両三柳校 キンダガーデン クラーク記念国際高等学校鳥取キャンパス

クローバー保育園 クローバー保育園グループ サポートセンターわくわく スイッチーズ

チーム三朝ファイターズ ニチイキッズ富安保育園 ババール園 パジャちゅうりっぷ保育園

パトライト城北 ベビーエルルR431加茂 ベビーエルル両三柳 ローズガーデン会

三朝サッカースポーツ少年団 三朝町 三朝町立三朝中学校 三朝町立三朝小学校

三朝町立東小学校 三朝町西小学童クラブ 上北条保育園 上灘児童センター ぶるーむ学級

上福原クローバー保育園 中央クローバー保育園 中央高等学園専修学校 中山みどりの森保育園

久松児童クラブ 久松児童クラブみらい 二部保育所 仁厚会 大和保育園

伝習館Vスクール米子 伝習館 岩美教室 伝習館 郡家本部教室 伝習館城北教室

伝習館東町教室 伝習館湖山本部教室 伝習館鳥取南本部教室 伯耆町放課後児童クラブ

伯耆町立二部小学校 伯耆町立八郷小学校 伯耆町立岸本中学校 伯耆町立溝口中学校

伯耆町立溝口小学校 住吉クローバー保育園 修立幼稚園 倉吉北高等学校

倉吉市ポプラ学級 倉吉市北谷児童クラブ 倉吉市小鴨児童クラブ 倉吉市山守児童クラブ

倉吉市明倫児童クラブ 倉吉市立上井保育園 倉吉市立上北条小学校 倉吉市立上小鴨保育園

倉吉市立上小鴨小学校 倉吉市立上灘小学校 倉吉市立久米中学校 倉吉市立倉吉西保育園

倉吉市立北谷保育園 倉吉市立北谷小学校 倉吉市立小鴨保育園 倉吉市立山守小学校

倉吉市立成徳小学校 倉吉市立明倫小学校 倉吉市立河北中学校 倉吉市立灘手保育園

倉吉市立灘手小学校 倉吉市立社保育園 倉吉市立社小学校 倉吉市立西郷保育園

倉吉市立西郷小学校 倉吉市立関金保育園 倉吉市立関金小学校 倉吉市立高城保育園

倉吉市立高城小学校 倉吉市立鴨川中学校 倉吉市関金児童クラブ 倉吉市高城児童クラブ

倉吉愛児園 倉吉総合産業高等学校 元気っ子児童クラブ 光集落

八頭町夏季児童クラブ みらい 八頭町立丹比小学校 八頭町立八東中学校 八頭町立八東保育所

八頭町立八東小学校 八頭町立八頭中学校 八頭町立国中保育所 八頭町立安部小学校

八頭町立船岡保育所 八頭町立船岡小学校 八頭町立郡家保育所 八頭町立郡家東保育所

八頭町立郡家東小学校 八頭町立郡家西小学校 円護寺団地町内会 北クローバー保育園

北園くれよん保育園 北条こども園 北条みどりこども園 北栄町放課後児童クラブ

北栄町立北条中学校 北栄町立北条小学校 北栄町立大栄中学校 北栄町立大栄小学校

北栄町立大誠こども園 千代水クローバー保育園 南クローバー保育園 南部町教育委員会事務局

南部町立会見小学校 南部町立会見第二小学校 南部町立南部中学校 南部町立法勝寺中学校

南部町立西伯小学校 各種学校 倉吉予備校 名和さくらの丘保育園 向山保育園

和田保育園 国府中学校 城北保育園 境ひまわり保育園

境港市立上道小学校 境港市立中浜小学校 境港市立境小学校PTA 境港市立外江小学校

境港市立渡小学校PTA 境港市立第一中学校 境港市立第三中学校 境港市立第二中学校

夕日ヶ丘ひまわり保育園 夢っこクラブ（母親クラブ，父親クラブ） 大山きゃらぼく保育園 大山ひめぼたる保育園

大山保育所 大山町立中山中学校 大山町立中山小学校 大山町立名和中学校

大山町立名和小学校 大山町立大山中学校 大山町立大山小学校 大山町立大山西小学校

大村保育園 大正保育園 大覚寺ひまわり保育園 大谷こども園

大谷子供会保護者会 学校法人 湯梨浜学園 学校法人かもめ幼稚園 学校法人ひかり幼稚園 ひかりのこ保育園

安長団地子ども会 家族のきずな＆Relieve 富桑くわのみ児童クラブ 小さき花園幼稚園

岩美町立みなみ保育所 岩美町立大岩保育所 岩美町立岩美中学校 岩美町立岩美北小学校

岩美町立岩美南小学校 岩美町立岩美西小学校 岩美町立浦富保育所 布勢町内会

庄内保育所 徳万子ども会 成徳学童クラブ 放課後等デイサービス みらい八頭

教育支援センター『すてっぷ』 散岐保育園保護者会 散岐児童クラブ 新南子ども会

日南町立日南中学校 日南町立日南小学校 日吉津村教育委員会 日吉津村立児童館

日吉津村立日吉津保育所 日吉津村立日吉津小学校 日進小学校 日進やまびこ放課後児童クラブ 日野町立ひのっこ保育所

日野町立日野中学校 日野町立根雨小学校 日野町立黒坂小学校 明徳小学校わかあゆ放課後児童クラブ



明道レッドフェニックス 智頭バレーボールクラブ 智頭放課後児童クラブ 智頭町立ちづ保育園

智頭町立山郷小学校 智頭町立智頭中学校 智頭町立智頭小学校 智頭病院職員労働組合

東クローバー保育園 東布勢町内会 東郷子ども教室 株式会社 清水

栴檀保育園 楷成学園 鳥取予備校 江府町子ども教室 江府町立奥大山江府学園

江府町立子供の国保育園 江府町立江府中学校 江府町立江府小学校 江津クローバー保育園

河北小学校 河原町子ども会育成連絡協議会 泊小学校 浜坂江津クローバー保育園

浜村児童クラブ 海っこ児童クラブ 湖南保育園 湖山くれよん保育園

湖山保育園 湖山小学校 湯梨浜町放課後児童クラブ 湯梨浜町立あさひこども園

湯梨浜町立とうごうこども園 湯梨浜町立ながせこども園 湯梨浜町立はわいこども園 湯梨浜町立わかばこども園

湯梨浜町立東郷小学校 湯梨浜町立湯梨浜中学校 湯梨浜町立羽合小学校 溝口保育所

特定非営利活動法人 さくらのみち 特定非営利活動法人 キッズケアサポート 特定非営利活動法人 希望の星 特定非営利活動法人たんぽぽ

特定非営利活動法人海 琴の浦高等特別支援学校 琴浦卓球スポーツ少年団 琴浦町立こがねこども園

琴浦町立ふなのえこども園 琴浦町立安田小学校 琴浦町立成美小学校 琴浦町立放課後児童クラブ

琴浦町立東伯中学校 琴浦町立浦安小学校 琴浦町立聖郷小学校 琴浦町立船上小学校

琴浦町立赤碕中学校 琴浦町立赤碕小学校 琴浦空手スポーツ少年団 由良こども園

皆生第２クローバー保育園 目久美くれよん保育園 砂山児童クラブ 社会医療法人仁厚会

社会福祉法人 にじ色会 賀露みどり保育園 社会福祉法人みのり福祉会 みのり保育園 社会福祉法人境港保育会 みなと保育園 社会福祉法人浜坂会浜坂保育園

社会福祉法人米子福祉会 五千石保育園 社会福祉法人鳥取こども学園 社児童センター 社団法人 ひだまり

福米東ひまわり保育園 福部保育園 竹田保育園 第一学院高等学校 鳥取キャンパス

米子フリースクール 米子市立五千石小学校 米子市立伯仙小学校 米子市立加茂中学校

米子市立加茂小学校 米子市立尚徳中学校 米子市立就将小学校 米子市立弓ヶ浜小学校

米子市立成実小学校 米子市立明道小学校 米子市立湊山中学校 米子市立福米東小学校

米子市立米子養護学校 米子市立車尾小学校 米子松蔭高等学校 米子福祉会 巌保育園

米子福祉会 成実保育園 米子福祉会 福生保育園 米子福祉会 福米保育園 米子福祉会住吉保育園

米子福祉会加茂保育園 米子福祉会車尾保育園 米子西高等学校 美哉幼稚園

翔英学園 米子北高等学校 若桜町立わかさこども園 西倉吉保育園 西円通寺児童館

西郷ジュニアバドミントンクラブ 認定こども園 ひかりこども園 認定こども園倉吉幼稚園 護身空手道連盟 流心會館

豊実保育園 賀茂保育園 賀露保育園 賀露町六区町内会

賀露町子どもの安心・安全防犯協議会 障がい児支援事業所 彩り 障がい福祉施設 フェアリーアイ 障害者福祉センターさわやか

青谷栄町育成部 鳥取こども学園保育所鳥取みどり園 鳥取ルーテル幼稚園 鳥取・森のようちえん・風りんりん

鳥取・森のようちえん・風りんりんくろも
じ

鳥取中西部女子チーム 鳥取中部ベースボールクラブ 鳥取城北高等学校

鳥取大学附属中学校 鳥取大学附属小学校 鳥取大学附属幼稚園 鳥取大学附属特別支援学校

鳥取市中学校ＰＴＡ連合会 鳥取市国府東小学校 のびっこ児童クラブ 鳥取市小学校長会 鳥取市役所教育委員会事務局学校教育課

鳥取市教育委員会 学校教育課 鳥取市教育委員会教育総務課 鳥取市立こじか園 鳥取市立さじ保育園

鳥取市立すくすく保育園 鳥取市立ひかり保育園 鳥取市立みたから保育園 鳥取市立みやこ保育園

鳥取市立もちがせ保育園 鳥取市立世紀小学校 鳥取市立中ノ郷中学校 鳥取市立中ノ郷小学校

鳥取市立久松小学校 鳥取市立佐治小学校 鳥取市立修立小学校 鳥取市立倉田保育園

鳥取市立倉田小学校 鳥取市立北中学校 鳥取市立千代保育園 鳥取市立千代南中学校

鳥取市立南中学校 鳥取市立国府東小学校 鳥取市立城北小学校 鳥取市立大和地区公民館

鳥取市立大正小学校 鳥取市立宝木小学校 鳥取市立宮ノ下小学校 鳥取市立富桑保育園

鳥取市立富桑小学校 鳥取市立岩倉小学校 鳥取市立岩倉小学校岩倉ひまわり児童クラ
ブ

鳥取市立散岐小学校

鳥取市立散岐小学校 さんき児童クラブ 鳥取市立日進小学校 鳥取市立明徳小学校 鳥取市立明治小学校

鳥取市立末恒小学校 鳥取市立東中学校 鳥取市立東郷小学校 鳥取市立桜ヶ丘中学校

鳥取市立気高中学校 鳥取市立江山中学校 鳥取市立江山学園 鳥取市立河原中学校

鳥取市立河原第一小学校 鳥取市立津ノ井小学校 鳥取市立浜坂小学校 鳥取市立浜村保育園

鳥取市立浜村小学校 鳥取市立湖南学園 鳥取市立湖山小学校 けやき児童クラブ 鳥取市立湖山西小学校

鳥取市立湖東中学校 鳥取市立瑞穂小学校 鳥取市立用瀬小学校 鳥取市立白ゆり保育園

鳥取市立神戸小学校ＰＴＡ 鳥取市立福部未来学園 鳥取市立福部未来学園中学校 鳥取市立稲葉山小学校

鳥取市立米里小学校 鳥取市立米里小学校 とんぼ児童クラブ 鳥取市立美保保育園 鳥取市立美保保育園杉の子分園

鳥取市立美保南小学校 鳥取市立美保小学校 鳥取市立美和保育園 鳥取市立美和小学校

鳥取市立若草学園 鳥取市立若葉台小学校 鳥取市立西中学校 鳥取市立西郷小学校



鳥取市立賀露小学校 鳥取市立逢坂小学校 鳥取市立遷喬小学校 鳥取市立遷喬小学校 遷喬放課後児童クラブ

鳥取市立醇風小学校 鳥取市立青谷中学校 鳥取市立青谷小学校 鳥取市立面影小学校

鳥取市立高草中学校 鳥取市立鹿野学園 鳥取市立鹿野学園 鳥取市総合教育センター

鳥取市若葉台北４丁目自主防災会 鳥取教会教会学校 鳥取敬愛高等学校 鳥取県伯耆町立岸本小学校

鳥取県倉吉市立東中学校 鳥取県倉吉東高等学校 鳥取県地域づくり推進部スポーツ課 鳥取県学童保育連絡協議会

鳥取県東伯郡琴浦町立八橋小学校 鳥取県立倉吉農業高等学校 鳥取県立倉吉養護学校 鳥取県立境港総合技術高等学校

鳥取県立境高等学校 鳥取県立岩美高等学校 鳥取県立日野高等学校 鳥取県立智頭農林高等学校

鳥取県立白兎養護学校 鳥取県立皆成学園 鳥取県立皆生養護学校 鳥取県立米子南高等学校

鳥取県立米子工業高等学校 鳥取県立米子東高等学校 鳥取県立米子白鳳高等学校 鳥取県立米子白鳳高等学校通信制

鳥取県立米子養護学校 鳥取県立米子高等学校 鳥取県立青谷高等学校 鳥取県立鳥取中央育英高等学校

鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校サッカー部 鳥取県立鳥取東高等学校

鳥取県立鳥取湖陵高等学校 鳥取県立鳥取盲学校 鳥取県立鳥取看護専門学校 鳥取県立鳥取緑風高等学校

鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取養護学校 鳥取聾学校

鳥取青少年ピアサポート

■島根県 川本福祉会 LUCEバレーボールクラブ NPO法人リバーサイドスポーツクラブ いわみ西保育所

うさぎ山こども園 かめっ子クラブ すみれ保育園 つむぎ保育園

はすみスポーツ少年団 キッズエリートサッカークラブ サンチャイルド長久さわらび園 ポルセイド浜田

ワークくわの木かなぎライディングパーク 双葉保育園 口羽小学校 吉田フットボールクラブ

吉賀町役場 保健福祉課 吉賀町立七日市小学校 吉賀町立六日市中学校 吉賀町立六日市小学校

吉賀町立吉賀中学校 吉賀町立朝倉小学校 吉賀町立柿木中学校 吉賀町立蔵木小学校

夕日ケ丘聖母幼稚園 大庭小学校 大田わんぱく児童クラブ 大田市立 高山小学校

大田市立久屋小学校 大田市立仁摩小学校 大田市立北三瓶小・中学校 大田市立大森小学校

大田市立大田西中学校 大田市立池田小学校 大田市立温泉津中学校 大田市立温泉津小学校

大田市立長久小学校 大田市立静間小学校 奥出雲町立三成小学校 奥出雲町立三沢小学校

奥出雲町立亀嵩小学校 奥出雲町立八川小学校 奥出雲町立布勢小学校 奥出雲町立馬木小学校

奥出雲町立高尾小学校 安来市立 伯太中学校 島根中央高等学校 島根信望愛学園 益田天使幼稚園

島根大学教育学部附属幼稚園 島根県大田市立川合小学校 島根県津和野町立木部小学校 島根県浜田市立弥栄中学校

島根県立隠岐養護学校 島根県立隠岐高等学校 島根県鹿足郡吉賀町立柿木小学校 島根県鹿足郡津和野町立青原小学校

川本町消防団 川本町立川本中学校 川本町立川本小学校 放課後等デイサービス つくしんぼ

松江ナザレン保育園 松江北ひまわり保育園 松江南ひまわり保育園 松江暁の星幼稚園

横田小学校 江津市立さくらえ保育園 江津市立和木保育所 江津市立江津幼稚園

江津市立渡津保育所 波子保育所 津和野町立日原中学校 津和野町立日原小学校

津和野町立木部中学校 津和野町立津和野中学校 津和野町立津和野小学校 浜田JAS

浜田市立今福小学校 浜田市立弥栄小学校 浜田市立松原小学校 浜田市立波佐小学校

浜田市立浜田東中学校 浜田市立石見小学校 浜田市立第一中学校 浜田市立第三中学校

浜田市立第二中学校 浜田市立美川小学校 浜田市立長浜小学校 海士中学校

海士町立海士小学校 特定非営利活動法人防災支援センター 畑迫保育園 益田・鹿足クラブ

益田市放課後児童クラブ 益田市立中西中学校 益田市立中西小学校 益田市立吉田小学校

益田市立安田小学校 益田市立小野中学校 益田市立戸田小学校 益田市立東仙道小学校

益田市立東陽中学校 益田市立桂平小学校 益田市立横田中学校 益田市立益田中学校

益田市立益田小学校 益田市立益田東中学校 益田市立真砂小学校 益田市立西益田小学校

益田市立豊川小学校 益田市立都茂小学校 益田市立鎌手小学校 益田市立高津中学校

益田市立高津小学校 知夫村立知夫小中学校 石央カウンセリング 石見ファイターズミニバスケクラブ

石見智翠館高校ラグビー部保護者会 石見東小学校 社会福祉法人 千鳥福祉会 社会福祉法人 中須保育所

社会福祉法人 石見さくら会 東保育所 社会福祉法人吉賀町双葉保育所 社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会 福井小学校

美郷町放課後児童クラブ 美郷町立大和中学校 美郷町立大和小学校 美郷町立邑智中学校

美郷町立邑智小学校 美郷町都賀保育園 美都中学校 西ノ島町教育委員会

西ノ島町立西ノ島中学校 西ノ島町立西ノ島小学校 西郷南中学校 豊川保育園

邑南町教育委員会 邑南町校長会 邑南町社会福祉協議会 邑南町立市木小学校

邑南町立瑞穂中学校 邑南町立瑞穂小学校 邑南町立矢上小学校 邑南町立石見中学校

邑南町立羽須美中学校 邑南町立阿須那小学校 邑南町立高原小学校 邑智郡ことばを育てる親の会

里山子ども園わたぼうし 長久ゆうゆう学童クラブ 長久野球スポーツ少年団 開星中学・高等学校



阿須那児童クラブ 隠岐の島町立中条小学校 隠岐の島町立五箇中学校 隠岐の島町立五箇小学校

隠岐の島町立北小学校 隠岐の島町立有木小学校 隠岐の島町立磯小学校 隠岐の島町立西郷中学校

隠岐の島町立西郷小学校 隠岐の島町立都万中学校 隠岐の島町立都万小学校 隠岐共生学園第一保育所

隠岐共生学園第二保育所 青原保育園 鳥上小学校

■岡山県 どんぐりクラブ保護者会 ひらつっこ児童クラブ ヒューマンキャンパス高等学校 岡山 三門小学校 若草クラブ

中山小学校児童クラブ（ももっこクラブ） 中石なかよし会 久米南町立弓削小学校 久米南町立誕生寺小学校

京山保育園 千種認定こども園 子どものアトリエ七星 山際子供会

岡北学園 岡山市北区西之町町内会 岡山市太伯認定こども園 岡山市東畦保育園保護者会

岡山市立中山小学校 岡山市立加茂小学校児童クラブ 岡山市立平津小学校 岡山市立平津小学校PTA

岡山市立御野小学校児童クラブ 岡山市立芳明小学校 岡山市立陵南小学校児童クラブ 岡山県赤磐市立仁美小学校

松陰高等学校岡山中央校 社会福祉法人岡北福祉会 柿の木こども園 神目小学校 福浜小学校児童クラブ 小鳩クラブ

総社市立常盤小学校 西阿知小学校PTA 赤磐市立軽部小学校 軽部にじいろ児童クラブ

鏡野町立奥津保育園 鏡野町立鶴喜保育園 青空クラブ 高島小学校放課後児童クラブ

■広島県 祇園小学校おやじの会 Ai Kids Club 草津 AikidsClub寺西 あけぼの保育園

あさひが丘ルンビニ保育園 いずみ保育園 かおる保育園 さつき保育園

さつき第２保育園 たけのこクラブ保護者会 たんぽぽの会 つぼみ保育園

ともえ保育園 なごみ保育園 にしはら保育園 ひなた観音

ひろみ幼稚園 ふくしま保育園 ふくしま第二保育園 みゆき保育園

みゆき保育園保護者会 もみじこども園 わかくさ保育園 アイキッズクラブ山本

アトリエREIレイこども舎さがた クローバー保育園 サンヒルズ中山町内会 サンヒルズ保育園

トレジャーキッズクラブ尾長校 トレジャーキッズクラブ幟町校 トレジャーキッズクラブ庚午校 トレジャーキッズクラブ比治山校

メリーポピンズ 一般社団法人Happy Lifeサポート きらり 三田保育園 三筋保育園

三篠保育園 上安保育園 中山保育園 中山成城台町内会

中筋保育園 中野保育園 串戸保育園 久地保育園

亀山南保育園 五日市中央北保育園 五日市南保育園 五日市駅前保育園

五月が丘保育園 井口保育園 井口児童館放課後児童クラブ家族会 井野口病院なかよし保育園

仁保保育園 仁保新町保育園 伴東小学校 似島保育園

保育所なかがわワルツ 元宇品保育園 八幡保育園 八幡東保育園

出島保育園 利松保育園 千同保育園 原保育園

原保育園 口田保育園 口田東放課後児童クラブ保護者会 古市保育園

古田保育園 古田台小学校 可部ひかり保育園 可部東保育園

吉島保育園 吉見園保育園 坪井保育園 城保育園

基町保育園 大州保育園 大林保育園 大河保育園

大町保育園 大磯子ども会 如水館中学高等学校 学校法人 大内学園 高陽幼稚園

学校法人岩岡学園親和幼稚園 宇品東保育園 安東保育園 宝徳幼稚園

専門学校 福山歯科衛生士学校 小河内保育園 小百合幼稚園 山本保育園

川内保育園 己斐保育園 広島モンテッソーリ教師養成コース 広島三育学院 中学校

広島三育学院 高校 広島三育学院大和小学校 広島三育学院小学校 広島市みどりの少年団

広島市保育企画課 広島市公立中学校長会 広島市小学校長会 広島市小学生体育連盟体操教室

広島市小学生体育連盟陸上教室 広島市立三入小学校 広島市立三入東小学校 広島市立上安小学校

広島市立久地小学校 広島市立亀山小学校 広島市立亀崎小学校 広島市立二葉中学校

広島市立井口台中学校PTA 広島市立倉掛小学校 広島市立元宇品小学校 広島市立口田東小学校

広島市立古田中学校 広島市立可部中学校 広島市立可部南小学校 広島市立吉島中学校

広島市立城南中学校 広島市立基町小学校 広島市立大林小学校 広島市立天満小学校

広島市立安西中学校 広島市立安西小学校 広島市立安西幼稚園 広島市立尾長小学校

広島市立山本小学校 広島市立幟町中学校 広島市立庚午中学校 広島市立戸坂中学校

広島市立戸坂城山小学校 広島市立戸坂小学校 広島市立日浦中学校 広島市立東浄小学校

広島市立段原中学校 広島市立清和中学校 広島市立湯来中学校 広島市立湯来南小学校

広島市立湯来東小学校 広島市立湯来西小学校 広島市立狩小川小学校 広島市立真亀小学校

広島市立祇園小学校PTA 広島市立筒瀬小学校 広島市立船越中学校 広島市立荒神町小学校

広島市立鈴が峰小学校 広島市立高陽中学校 広島市電子メディア協議会 広島常光福祉会 げんき保育園



広島文教大学附属高等学校 広島県同胞援護財団 メゾンクオーレ 広島県立広島特別支援学校 広島県立広島西特別支援学校

広島県立松永高等学校 広島県立沼隈特別支援学校 広島県立福山北特別支援学校 広島県立福山特別支援学校

庚午保育園 庚午南保育園 廿日市市原保育園 廿日市市立いもせ保育園

廿日市市立佐方保育園 廿日市市立友和保育園 廿日市市立吉和保育園 廿日市市立地御前保育園

廿日市市立宮内保育園 廿日市市立宮園保育園 廿日市市立平良保育園 廿日市市立梅原保育園

廿日市市立池田保育園 廿日市市立津田保育園 廿日市市立深江保育園 廿日市市立阿品台東保育園

廿日市市立阿品台西保育園 廿日市市立鳴川保育園 御調みくに幼稚園 戸坂保育園

本川保育園 東浄保育園 楠那保育園 横川保育園

江波保育園 江波第二保育園 河内保育園 沼田保育園

深川保育園 温品保育園 湯来保育園 湯来南保育園

狩小川保育園 狩留家保育園 畑賀保育園 的場幼稚園

皆実保育園 真亀保育園 矢野中央保育園 矢野東保育園

矢野西保育園 石内保育園 石内東自治会 社会福祉法人まちや会 ぎおんナーモ保育園

祇園保育園 祇園学区子ども会育成協議会 神崎保育園 福木保育園

竹の子こども会 竹屋保育園 緑井保育園 美の里保育園

翠町小学校放課後児童クラブ 聖慈幼稚園 育ちの森保育園 舟入保育園

船越南部保育園 船越西部保育園 草津保育園 荒神保育園

落合保育園 認定こども園 めばえ幼稚舎 進徳女子高等学校 鈴峰園保育園

長束保育園 阿戸認定こども園 障害者支援施設 セルプ宇品 青少年自立支援フォーラム

青崎保育園 高南保育園

■山口県 学校法人 信望愛学園 光天使幼稚園 Terra Nursery School “ほっと三丘”コミュニティ協議会 あい保育園宮前

あい保育園新宿通 あい保育園潮音 あおい幼稚園 とものその保育園

ふたば園 ふたば園 なないろ セーフティネットワーク桜木 デイジーくらぶ

マリア幼稚園 一番丁子供会 一般社団法人東岐波学童保育クラブ 三丘地区校外育成協議会

下松慈光幼稚園 下松暁の星幼稚園 下関商業高等学校 下関国際高等学校

下関天使幼稚園 下関総合支援学校 今宿5-1班 仙崎ソフトボールスポーツ少年団

伊陸保育園 佐波地区防災士連絡会 厚保中学校 厚保小学校

右田校区子ども会育成連絡協議会 周南みどりの会11 周南小さき花幼稚園 周南市立三丘小学校

周南市立八代小学校 周南市立秋月中学校 周南市立秋月小学校 周南市立菊川小学校

周南市立須磨小学校 周南市立高水小学校 城山小学校 学校法人三位一体会暁の星幼稚園

学校法人島田学園中関幼稚園 学校法人慈恩学園右田幼稚園 学校法人華陽学園えんしん幼稚園 宇部さゆり幼稚園

宇部中央高等学校 宇部工業高校バドミントン部 宇部鴻城高等学校 小さき花幼稚園

小野田めぐみ幼稚園 小野田小百合幼稚園 山口天使幼稚園 山口市立さくら小学校

山口市立阿東中学校 山口県公立学校教頭会 山口県立下関南総合支援学校 山口県立下関双葉高等学校

山口県立下関工科高等学校 山口県立下関西高等学校定時制 山口県立厚狭高等学校 山口県立宇部商業高等学校

山口県立宇部高等学校 山口県立山口農業高等学校 山口県立山口農業高等学校西市分校 山口県立田部高等学校

山口県立美祢青嶺高等学校 山口県立萩商工高等学校 山口県立萩総合支援学校 山口県立豊浦高等学校

山口県立農業大学校 山口県長門市教育委員会 山口県防府市立新田小学校 山口県防府市立江泊保育所

山口県防府市立牟礼南小学校 岩国市立美和西小学校 岩国聖母幼稚園 平生町立平生小学校

慈恩会 右田保育園 明星幼稚園 暁の星幼稚園 柳井・新庄・柳東・小田児童クラブ

柳井南保育所 柳井市立伊陸小学校 柳井市立大畠保育所 柳井市立小田小学校

河添愛護会 浮島小学校 海の星幼稚園 牟礼校区子ども会育成連絡協議会

王司保育園 瑞祥幼稚園 田布施総合支援学校 石が口子供会

社会福祉法人 みそら保育園 社会福祉法人華陽会 新田保育園 社会福祉法人華陽会 華陽保育園 社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園

美祢市教育委員会 美祢市立伊佐中学校 美祢市立伊佐小学校 美祢市立大嶺小学校

美祢市立大田小学校 美祢市立川東小学校 美祢市立於福中学校 美祢市立淳美小学校

美祢市立秋吉小学校 美祢市立秋芳中学校 美祢市立秋芳桂花小学校 美祢市立綾木小学校

美祢市立美東中学校 美祢市立赤郷小学校 華城保育園 萩光塩学院

萩光塩学院幼稚園 萩市立むつみ中学校 萩市立むつみ小学校 萩市立三見小中学校

萩市立佐々並小学校 萩市立多磨小学校 萩市立大井小学校 萩市立大島小中学校

萩市立小川小学校 萩市立川上中学校 萩市立川上小学校 萩市立弥富小学校

萩市立明倫小学校 萩市立明木小・旭中学校 萩市立木間小中学校 萩市立椿東小学校



萩市立椿西小学校 萩市立田万川中学校 萩市立白水小学校 萩市立福栄中学校

萩市立福栄小中学校 萩市立育英小学校 萩市立萩東中学校 萩市立萩西中学校

萩市立見島小中学校 萩市立越ヶ浜中学校 萩市立越ヶ浜小学校 西宇部小百合幼稚園

西須賀保育所 認定こども園萩幼稚園 誠英高等学校 長門市児童クラブ

長門市公立保育園・幼稚園 長門市立三隅中学校 長門市立仙崎中学校 長門市立仙崎小学校

長門市立俵山小学校 長門市立向津具小学校 長門市立向陽小学校 長門市立日置中学校

長門市立日置小学校 長門市立明倫小学校 長門市立油谷小学校 長門市立浅田小学校

長門市立深川中学校 長門市立深川小学校 長門市立神田小学校 長門市立菱海中学校

長門市立通小学校 長門高等学校 防府市右田消防団 防府市留守家庭児童クラブ

防府市留守家庭児童学級 防府市立勝間小学校 防府市立右田中学校 防府市立右田小学校

防府市立向島小学校 防府市立国府中学校 防府市立大道中学校 防府市立大道小学校

防府市立宮市保育所 防府市立富海中学校 防府市立富海小学校 防府市立小野中学校

防府市立小野小学校 防府市立松崎小学校 防府市立桑山中学校 防府市立牟礼中学校

防府市立牟礼小学校 防府市立玉祖小学校 防府市立華城小学校 防府市立華浦小学校

防府市立華西中学校 防府市立西浦小学校ＰＴＡ 防府市立認定こども園とのみ保育所 防府市防災士等連絡協議会

防府看護専門学校 准看護科 防府看護専門学校 看護科 防府西高等学校 阿武町立みどり保育園

阿武町立福賀小学校 阿武町立阿武中学校 阿武町立阿武小学校 障害者支援施設 柳井ひまわり園

高千帆小百合幼稚園 高川学園中学校・高等学校 高川学園高等学校野球部父母会 高芝子ども会

ＮＰＯ法人市民活動さぽーとねっと

■徳島県 ECCジュニア二軒屋・羽ノ浦教室 うずしお保育園 おおぎ認定こども園 かきはら子ども園

かもめ保育園 すぎな子ども会 すぎの子保育園 すべり組こども会

ちびっこ英語ランド小松島 つるぎ町半田小学校 つるぎ町立半田中学校 つるぎ町立半田幼稚園

つるぎ町立太田小学校 つるぎ町立貞光中学校 つるぎ町立貞光小学校 つるぎ町立貞光幼稚園

どんぐり保育園 はのうら幼稚園 はやし子ども園 ひかり保育園

ふれんど阿南 みのり認定こども園 めだか保育園 やまもも保育園

ゆめあい認定こども園 わかば認定こども園 わじきこども園 アクティブキッズすみよし

アレックスサッカースクール エクセレント南部こども園 サンアリーナ温水プール ナーサリー富田幼児園

一条認定こども園 一般社団法人 神山つなぐ公社 三好市立井内小学校 三好市立井川中学校

三好市立山城小学校 三好市立池田小学校 三好市立王地小学校 三好市立芝生小学校

三好市立馬路小学校 上勝あすなろクラブ 上勝中学校 上勝小学校

上板町立上板中学校 上板町立松島小学校 上板町立神宅幼稚園・小学校 下分保育所

中子ども会 中野島保育所 久勝保育所 久勝小学校

二葉保育園 今津こどもセンター 伊沢認定こども園 佐那河内保育所

佐那河内学童保育クラブ 佐那河内小中学校 光花保育園 児安学童保育クラブ

児童発達支援センター しろくま 児童発達支援事業所アルパカ 入田学童保育クラブ 八幡認定こども園

出島こども会 加茂名体育協会 加茂名南学童保育会 わんぱくクラブ 加茂名小学校 PTA学童保育会

北島町立保育所 北島町立北島中学校 千代小学校 南井上小学校

卯月会 吉野川市教育会 吉野川市校長会 吉野川市立上浦小学校

吉野川市立呉郷保育所 吉野川市立学島小学校 吉野川市立山川中保育所 吉野川市立山川中学校

吉野川市立山瀬小学校 吉野川市立川島こども園 吉野川市立川島中学校 吉野川市立川島中学校

吉野川市立川島小学校 吉野川市立川島幼稚園 吉野川市立川田中幼・小学校 吉野川市立知恵島小学校

吉野川市立西麻植小学校 吉野川市立高越こども園 吉野川市立高越小学校 吉野川市立鴨島東こども園

吉野川市立鴨島東中学校 吉野川市立鴨島東保育所 吉野川市立鴨島第一中学校 名西郡教育会

和田島小学校 四銀いしいドーム 国府幼稚園 土成中央認定こども園

堀江北児童クラブ 大俣認定こども園 大松学童保育クラブ 大野保育所

学校法人神崎幼稚園 宍喰中学校 宝田保育所 富岡保育所

富田小学校 寿保育所 小松島市 小松島市児安小学校

小松島市南小松島幼稚園 小松島市小松島小学校 小松島市立北小松島小学校 小松島市立南小松島小学校

小松島市立図書館 山口保育所 山城放課後児童クラブ 山川東保育所

岩倉認定こども園 岩脇こどもセンター 島田おひさま保育園 川内わかば認定こども園

川内南小学校 市場かもめこども園 平島こどもセンター 平谷小学校

幼保連携型認定こども園 あいおいこども園 広野保育所 府中子供会 彩保育園



徳島工業短期大学 徳島市一宮小学校 徳島市上八万中学校 徳島市入田小学校

徳島市八万南小学校 徳島市八万小学校 徳島市内町小学校 徳島市加茂名中学校

徳島市加茂名小学校ブラスバンド部 徳島市北井上小学校 徳島市国府中学校 徳島市富田中学校

徳島市川内中学校 徳島市川内北小学校 徳島市役所子ども保育課 徳島市徳島中学校

徳島市応神中学校 徳島市応神小学校 徳島市新町小学校 徳島市方上小学校

徳島市昭和小学校 徳島市津田中学校 徳島市津田中学校防災学習倶楽部 徳島市津田小学校

徳島市福島小学校 徳島市立一宮保育所 徳島市立丈六保育所 徳島市立上八万小学校

徳島市立上八万幼稚園 徳島市立不動保育所 徳島市立佐古幼稚園 徳島市立八万保育所

徳島市立八万南幼稚園 徳島市立八万幼稚園 徳島市立八万東保育所 徳島市立内町保育所

徳島市立加茂名保育所 徳島市立加茂名南小学校 徳島市立加茂名南幼稚園 徳島市立加茂名小学校

徳島市立加茂名幼稚園 徳島市立助任幼稚園 徳島市立勝占認定こども園 徳島市立北井上中学校

徳島市立北井上幼稚園 徳島市立北井上認定こども園 徳島市立北島田保育所 徳島市立千松幼稚園

徳島市立南井上保育所 徳島市立南井上幼稚園 徳島市立名東保育所 徳島市立国府保育所

徳島市立城西保育所 徳島市立多家良保育所 徳島市立大松小学校 徳島市立大松幼稚園

徳島市立富田保育所 徳島市立川内保育所 徳島市立川内北幼稚園 徳島市立川内南幼稚園

徳島市立応神保育所 徳島市立新町幼稚園 徳島市立方上保育所 徳島市立明善保育所

徳島市立昭和保育所 徳島市立昭和幼稚園 徳島市立沖洲保育所 徳島市立沖洲小学校

徳島市立沖洲幼稚園 徳島市立津田保育所 徳島市立津田幼稚園 徳島市立渋野保育所

徳島市立渭東保育所 徳島市立福島幼稚園 徳島市論田小学校 徳島文理高校

徳島県公立小中学校事務職員退職者会 徳島県立みなと高等学園 徳島県立国府支援学校 徳島県立城ノ内中学校・高等学校

徳島県立城北高校 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校 徳島県立富岡西高等学校 徳島県立徳島北高等学校

徳島県立板野支援学校 徳島県立池田支援学校 徳島県立鳴門高等学校 徳島県阿南市立大野幼稚園

徳島県阿南市立横見幼稚園 徳島県障がい者スポーツセンター 徳教団 那賀支部 新野こどもセンター

新野中学校 新開小学校 日和佐こども園 日和佐小学校

早淵子ども会 木のいえ共同保育園 木頭学園 本庄保育所

東みよし町学校教育課 東祖谷中学校 東祖谷小学校 東祖谷放課後児童クラブ

松茂町体育施設 板東みやま保育園 板野町立板野中学校 板野西小学校

林崎児童クラブ 桃の実学童クラブ 桑島児童クラブ 森山児童クラブ

森山小学校 椿保育所 横見保育所 横見児童クラブ

沖縄剛柔流空手研究会 津乃峰 保育所 津乃峰小学校 海南小学校

海部西保育所 海陽中学校 海陽幼稚園 海陽町立宍喰小学校

海陽町立海南保育所 海陽町立海部小学校 清水常会 牛島小学校

牟岐町おひさまスクール 牟岐町立牟岐中学校 牟岐町立牟岐小学校 生光学園高等学校

由岐こども園 由岐中学校 白うめ幼稚園 相生中学校

相生子どもクラブ 矢倉乳児保育園 矢倉保育園 知恵島児童クラブ

社会福祉法人 石井福祉会 いしいキッズ 社会福祉法人いずみ福祉会いずみ保育園 社会福祉法人つくし会つくし保育所 社会福祉法人みずほ会 みずほ保育園

社会福祉法人恵の園福祉会宍喰保育所 社会福祉法人石井福祉会さくら認定こども
園

神山中学校 神山町広野小学校

神山町神領小学校 福井小学校 穴吹小学校 穴吹認定こども園

精華幼稚園 美波町立日和佐中学校 美波町立由岐小学校 美馬市立三島中学校

美馬市立三島小学校 美馬市立岩倉中学校 美馬市立岩倉小学校 美馬市立江原中学校

美馬市立江原北小学校 美馬市立江原南小学校 美馬市立江原認定こども園 美馬市立穴吹中学校

美馬市立穴吹幼稚園 美馬市立美馬中学校 美馬市立脇町中学校 美馬市立脇町小学校

美馬市立脇町幼稚園 美馬市立認定こども園 脇町保育所 美馬認定こども園 羽ノ浦くるみ保育所

羽ノ浦こばと保育所 羽ノ浦さくら保育所 羽ノ浦中学校 羽ノ浦小学校

脇町ラグビースクール 花しんばり子ども園 藍住町社会福祉協議会 見能方保育所

見能林児童クラブ 認定こども園牟岐保育園 論田ひまわり保育園 赤在北こども会

那賀町教育委員会 那賀町立相生小学校 那賀町立鷲敷小学校 那賀町認定こども園

里浦ちどり保育所 長生保育所 阿南工業高等専門学校 阿南市小学校校長会

阿南市明星保育所 阿南市橘こどもセンター 阿南市福井保育所 阿南市立 椿泊小学校

阿南市立中野島小学校 阿南市立今津小学校 阿南市立伊島小学校 阿南市立加茂谷中学校

阿南市立加茂谷幼稚園 阿南市立吉井小学校 阿南市立大野小学校 阿南市立宝田小学校

阿南市立宝田幼稚園 阿南市立富岡小学校 阿南市立富岡幼稚園 阿南市立山口小学校



阿南市立岩脇小学校 阿南市立平島小学校 阿南市立新野小学校 阿南市立新野幼稚園

阿南市立新野東小学校 阿南市立桑野保育所 阿南市立桑野小学校 阿南市立椿町中学校

阿南市立横見小学校 阿南市立橘小学校 阿南市立福井中学校 阿南市立見能林小学校

阿南市立見能林幼稚園 阿南市立那賀川中学校 阿南市立長生小学校 阿南市立阿南中学校

阿南市立阿南第一中学校 阿南市立阿南第二中学校 阿波中学校 阿波市子育て支援課

阿波市立伊沢小学校 阿波市立八幡小学校 阿波市立吉野中学校 阿波市立大俣小学校

阿波市立御所小学校 阿波市立林小学校 阿波市立柿原小学校 飯尾敷地小学校

高志学童保育あゆっこクラブ 高志小学校 鳴門市 鳴門市北灘東幼稚園・小学校

鳴門市堀江北小学校 鳴門市堀江北幼稚園 鳴門市大麻中学校 鳴門市成稔幼稚園

鳴門市教育委員会 鳴門市明神小学校・幼稚園 鳴門市林崎小学校 鳴門市桑島小学校

鳴門市桑島幼稚園 鳴門市瀬戸中学校 鳴門市立堀江南小学校 鳴門市立板東小学校

鳴門市立鳴門中学校 鳴門市立鳴門東小学校 鳴門市第一中学校 鳴門市第一小学校

鳴門市第一幼稚園 鳴門市第二中学校 鳴門市鳴門西小学校 鳴門教育大学附属中学校

鳴門西児童クラブ 鴨島かもめ体育保育園 鴨島ひかり乳幼児保育園 鴨島中央認定こども園

鴨島小学校 鷲敷中学校 龍昇経理情報専門学校 ５star英語学童クラブ羽ノ浦

■香川県 ヒューマンキャンパス高校 高松 三木町立田中小学校 三豊市少年育成センター 三豊市立上高瀬小学校

三豊市立詫間中学校 三豊市立詫間小学校 善通寺市立南部小学校 多度津中学校

村上学園高等学校 特定非営利活動法人ひまわり 詫間剣心会 香川県手話通訳問題研究会

香川県立盲学校 香川県立聾学校 高松医療センターさくら保育所

■愛媛県 通園(デイサービス）事業おれんじくらぶ Aile学舎 和霊教室 Niihama T＆F いずみ幼稚園

くるみ保育園 さくらんぼ さくら幼児園 すみれ保育園

ちゃぼとひよこ延喜 なないろの羽 たかの子ルーム なないろの羽 伊予・松前ルーム なないろの羽 恵美須町ルーム

なないろの羽 東大洲ルーム なないろの羽 番城ルーム なないろの羽 空港プラスルーム なないろの羽 空港通りルーム

なないろの羽 衣山ルーム なないろの羽 道後石手ルーム はしはまこがく認定こども園 はまゆう乳幼児保育所

ひかり幼稚園 ひまわり乳児園 ひまわり保育園 ひまわり幼稚園

みのり保育園 みゆき保育園 コナントインターナショナルプリスクール ジャックと豆の木園 あそうだ園

ジャックと豆の木園 えだまつ第2 ジャックと豆の木園 どいだ園 ジャックと豆の木園 余戸園 ジャックと豆の木園 枝松園

ロザリオ学園 八幡浜聖母幼稚園 一般社団法人デイジー 三崎小学校 三机小学校

上島町立岩城中学校 上島町立岩城小学校 上島町立弓削中学校 上島町立弓削小学校

上島町立生名小学校 上浦認定こども園 丸穂保育園 乃万保育所

乃万児童クラブ 久万高原町立明神小学校 久万高原町立父二峰小学校 久万高原町立美川中学校

九和保育所 亀岡保育所 二神塾幼稚舎 五十崎こども園

五十崎児童館児童クラブ 五城保育園 今治めぐみ幼稚園 今治・越智小学校体育連盟

今治北高校大三島分校 今治合気会 今治地区剣道連盟 今治地区防犯協会

今治工業高校 今治市PTA連合会 今治市しみず児童クラブ 今治市大三島認定こども園

今治市子育て応援ステーションばんび 今治市立上浦小学校 今治市立乃万小学校 今治市立九和小学校

今治市立亀岡小学校 今治市立伯方中学校 今治市立伯方小学校 今治市立別宮小学校

今治市立北郷中学校 今治市立南中学校 今治市立吉海小学校 今治市立吹揚小学校

今治市立国分小学校 今治市立大三島中学校 今治市立大三島小学校 今治市立大島中学校

今治市立大西中学校 今治市立大西小学校 今治市立宮窪小学校 今治市立富田小学校

今治市立岡村小学校 今治市立常盤小学校 今治市立日吉中学校 今治市立日高小学校

今治市立朝倉中学校 今治市立朝倉小学校 今治市立桜井中学校 今治市立桜井小学校

今治市立波方小学校 今治市立波止浜小学校 今治市立清水保育所 今治市立清水小学校

今治市立玉川中学校 今治市立立花中学校 今治市立立花小学校 今治市立美須賀中学校

今治市立菊間中学校 今治市立菊間小学校 今治市立西中学校 今治市立近見中学校

今治市立近見小学校 今治市立関前中学校 今治市立鳥生小学校 今治市立鴨部小学校

今治明徳中学校 今治精華幼稚園 今治西伯方分校 伊予市立下灘小学校

伊予市立中山中学校 伊予市立中山小学校 伊予市立南山崎小学校 伊予市立双海中学校

伊予市立港南中学校PTA 伊方町立三崎中学校 伊方町立九町小学校 伊方町立伊方中学校

伊方町立伊方小学校 伊方町立大久小学校 伊方町立瀬戸中学校 伯方認定こども園

保内中学校 児童養護施設 東新学園 八幡浜市役所子育て支援課 八幡浜市立双岩小学校



八幡浜市立川之石小学校 八幡浜市立愛宕中学校 八幡浜市立神山小学校 内子保育園

内子幼稚園 内子町図書情報館 内子町社会福祉協議会大瀬保育園 内子町立五十崎中学校

内子町立五十崎小学校 内子町立内子中学校 内子町立内子小学校 内子町立大瀬中学校

内子町立大瀬小学校 内子町立天神小学校 内子町立小田小学校 内子町立田渡小学校

内子町立石畳小学校 内子町立立川小学校 別子小・中学校 別宮保育所

北吉井あおい組 北宇和郡小中学校 十全保育園 南久米保育所

南吉井すみれ組 南吉井たんぽぽ組 古城幼稚園 吉海認定こども園

吉田放課後児童クラブ 唐子幼稚園 喜多保育所 喜多医師会病院院内保育室

四国中央市立三島南幼稚園 四国中央市立三島東幼稚園 四国中央市立中曽根保育園 四国中央市立土居東こども園

四国中央市立土居東幼稚園 四国中央市立寒川保育園 四国中央市立小林保育園 四国中央市立川之江こども園

四国中央市立松柏保育園 四国中央市立豊岡保育園 四国中央市立金生保育園 四国中央市立金田こども園

垣生保育園 城東保育所 多喜浜保育園 多賀幼稚園

大和保育所 大洲こども園 大洲市教頭会 大洲市立大洲北中学校

大洲市立大洲南中学校 大洲市立大洲東中学校 大洲市立平野中学校 大洲市立新谷中学校

大洲市立新谷小学校 大洲市立東大洲こども園 大洲市立正山小学校 大洲市立粟津小学校

大洲市立肱川中学校 大洲市立肱東中学校 大洲市立長浜中学校 大洲市立長浜小学校

大生院保育園 大西児童クラブ 奥南小学校 学校法人 立花幼稚園

学校法人ひまわり幼稚園 学校法人みどり幼稚園 学校法人大町幼稚園 宇和島南中等教育学校

宇和島市教育委員会 学校教育課 宇和島市立たちばな保育園 宇和島市立三浦保育園 宇和島市立三浦小学校

宇和島市立三間中学校 宇和島市立三間小学校 宇和島市立三間認定こども園 宇和島市立下灘小学校

宇和島市立九島小学校 宇和島市立二名保育園 宇和島市立二名小学校 宇和島市立住吉保育園

宇和島市立住吉小学校 宇和島市立北灘保育園 宇和島市立北灘小学校 宇和島市立吉田中学校

宇和島市立吉田小学校 宇和島市立吉田愛児園 宇和島市立喜佐方小学校 宇和島市立城北中学校

宇和島市立城南中学校 宇和島市立城東中学校 宇和島市立天神小学校 宇和島市立奥南保育園

宇和島市立宇和津小学校 宇和島市立宇和津幼稚園 宇和島市立宇和海中学校 宇和島市立小池保育園

宇和島市立岩松保育園 宇和島市立岩松小学校 宇和島市立岩松幼稚園 宇和島市立嵐保育園

宇和島市立成妙保育園 宇和島市立成妙小学校 宇和島市立戸島小学校 宇和島市立日振島小学校

宇和島市立明倫小学校 宇和島市立津島中学校 宇和島市立清満小学校 宇和島市立玉津保育園

宇和島市立玉津小学校 宇和島市立甘崎保育園 宇和島市立畑地小学校 宇和島市立番城小学校

宇和島市立番城美徳認定こども園 宇和島市立立間小学校 宇和島市立結出小学校 宇和島市立蒋淵小学校

宇和島市立高光保育園 宇和島水産高等学校 宇和島済美保育園 宇和島Ｔ＆Ｆ

宇和特別支援学校 聴覚障がい・肢体不自由 宮窪認定こども園 富田保育所 小富士保育所

小松幼稚園 小田中学校 小西保育園 尾串保育園

居相町子供会 岡田保育園 常盤保育所 常盤児童クラブ

御荘保育所子育て支援センター こあら 徳森保育所 愛・ゆめいろ保育園 愛光幼稚園

愛南町立あいなん幼稚園 愛南町立一本松中学校 愛南町立一本松保育所 愛南町立一本松小学校

愛南町立久良小学校 愛南町立僧都小学校 愛南町立内海中学校 愛南町立城辺中学校

愛南町立城辺保育所 愛南町立城辺小学校 愛南町立家串保育所 愛南町立家串小学校

愛南町立平城小学校 愛南町立御荘中学校 愛南町立御荘保育所 愛南町立柏保育所

愛南町立柏小学校 愛南町立福浦小学校 愛南町立緑保育所 愛南町立緑小学校

愛南町立船越小学校 愛南町立長月小学校 愛南町（篠山小中学校組合）教育委員会 愛媛合気会

愛媛大学医学部 合気道部 愛媛大学教育学部附属小学校PTA 愛媛大学附属高等学校 愛媛県大洲市立久米小学校

愛媛県宇和島市立御槙小学校 愛媛県立しげのぶ特別支援学校 愛媛県立三崎高等学校 愛媛県立三間高等学校

愛媛県立丹原高等学校 愛媛県立今治南高等学校 愛媛県立今治東中等教育学校 愛媛県立今治特別支援学校

愛媛県立今治西高等学校 愛媛県立今治西高等学校定時制 愛媛県立伊予農業高等学校 愛媛県立八幡浜工業高等学校

愛媛県立八幡浜高等学校 愛媛県立内子高等学校 愛媛県立内子高等学校小田分校 愛媛県立北宇和高等学校

愛媛県立北条高等学校 愛媛県立南宇和高等学校 愛媛県立吉田高等学校 愛媛県立土居高等学校

愛媛県立大洲農業高等学校 愛媛県立大洲高等学校 愛媛県立宇和島東高等学校津島分校 愛媛県立宇和特別支援学校 知的障がい部門

愛媛県立宇和高等学校 愛媛県立小松高等学校 愛媛県立弓削高等学校 愛媛県立新居浜南高等学校

愛媛県立新居浜工業高等学校 愛媛県立新居浜東高等学校 愛媛県立新居浜特別支援学校 愛媛県立新居浜特別支援学校川西分校

愛媛県立新居浜西高等学校 愛媛県立新居浜西高等学校定時制 愛媛県立東予高等学校 愛媛県立東温高等学校

愛媛県立松山南高等学校 愛媛県立松山南高等学校定時制 愛媛県立松山南高等学校砥部分校 愛媛県立松山商業高等学校



愛媛県立松山東高等学校 愛媛県立松山聾学校 愛媛県立西条農業高等学校 愛媛県立西条高等学校

愛媛県立野村高等学校 愛媛県立長浜高等学校 放課後等デイサービス NICEにしばら 放課後等デイサービスさくら

放課後等デイサービスすばる(川又邦彦） 新居浜市少年補導委員中萩支部 新居浜市立中萩中学校 新居浜市立中萩小学校

新居浜市立北中学校 新居浜市立南中学校 新居浜市立垣生小学校 新居浜市立多喜浜小学校

新居浜市立大生院中学校 新居浜市立大生院小学校 新居浜市立宮西小学校 新居浜市立川東中学校

新居浜市立惣開小学校 新居浜市立新居浜保育園 新居浜市立新居浜小学校 新居浜市立東中学校

新居浜市立東田保育園 新居浜市立泉川中学校 新居浜市立泉川小学校 新居浜市立浮島小学校

新居浜市立王子幼稚園 新居浜市立神郷小学校 新居浜市立神郷幼稚園 新居浜市立船木中学校

新居浜市立船木保育園 新居浜市立船木小学校 新居浜市立若宮保育園 新居浜市立若宮小学校

新居浜市立西中学校 新居浜市立角野中学校 新居浜市立角野小学校 新居浜市立金子小学校

新居浜市立金栄小学校 新居浜市立高津小学校 新居浜東中学校PTA 新居浜特別支援学校 みしま分校

新田保育園 新谷保育所 日の出保育所 日高保育所

明倫放課後児童クラブ 明浜中学校 朝日保育園 未来高等学校新居浜校

東予理容美容専門学校 東温市くすのき児童クラブ 東温市拝志ひまわりクラブ 東温市立上林保育所

東温市立上林小学校 東温市立北吉井小学校 東温市立北吉井幼稚園 東温市立南吉井保育所

東温市立南吉井第二保育所 東温市立双葉保育所 東温市立川上小学校 東温市立川上幼稚園

東温市立川内中学校 東温市立川内保育園 東温市立拝志保育所 東温市立拝志小学校

東温市立東谷小学校 東温市立西谷小学校 東温市立重信中学校 東温市適応指導教室 ひだまり

松前町放課後児童クラブ 松前町立二名保育所 松前町立北伊予小学校 松前町立岡田中学校

松前町立岡田小学校 松前町立松前保育所 松前町立松前幼稚園 松前町立白鶴保育所

松前町立黒田保育所 松山北高校中島分校 松山市立福音小学校 松野中学校

松野町立松野東小学校 松野西小学校 柿原2・3区愛護会 株式会社 宙

桜井保育所 桜井児童クラブ 樋口保育所 江戸岡小学校

泉幼稚園 波方児童クラブ 津島放課後児童クラブ 済生会今治医療福祉センターなでしこ保育
所

済美ひかり寮 済美高等学校 特定非営利活動法人すくらむハート 特定非営利活動法人ゆいねっと新居浜

玉津幼稚園 番城放課後児童クラブ 白滝保育所 白百合保育園

石丸保育園 社会福祉法人 清和会 めぐみ保育園 社会福祉法人 三恵会 中萩保育園 社会福祉法人 大井福祉会 大井幼児園

社会福祉法人八幡会 ミドリ保育園 社会福祉法人大町保育園 社会福祉法人玉津保育園 社会福祉法人白鳩保育園

社会福祉法人虎岳会今治虎岳保育園 立正保育園 立花児童クラブ 篠山小中学校

粟津保育所 聖カタリナ学園聖マリア幼稚園 肱南保育所 肱川こども園

菅田こども園 菊間保育所 西予市三瓶保育園 西予市学び舎

西予市立野村中学校 西条市児童クラブ 西条市教育委員会学校教育課 西条市立三芳小学校

西条市立中川小学校 西条市立丹原小学校 西条市立丹原東中学校 西条市立丹原西中学校

西条市立吉井小学校 西条市立吉井小学校ＰＴＡ 西条市立吉岡小学校 西条市立周布小学校

西条市立国安小学校 西条市立壬生川小学校 西条市立多賀小学校 西条市立大町小学校

西条市立小松中学校 西条市立小松小学校 西条市立庄内小学校 西条市立徳田小学校

西条市立東予東中学校 西条市立東予西中学校 西条市立楠河小学校 西条市立橘小学校

西条市立氷見小学校 西条市立河北中学校 西条市立玉津小学校 西条市立田滝小学校

西条市立田野小学校 西条市立石根小学校 西条市立神戸小学校 西条市立神拝小学校

西条市立禎瑞小学校 西条市立西条北中学校 西条市立西条南中学校 西条市立西条小学校

西条市立西条東中学校 西条市立西条西中学校 西条市立飯岡小学校 角野保育園

認定こども園 かんべ幼稚園 認定こども園 元気の泉 認定こども園いぶき幼稚園 認定こども園八幡幼稚園

認定こども園八幡浜幼稚園 豊茂小学校 遊子小学校 重信幼稚園

金子保育園 長浜保育所 青パト 国分支部 飯岡保育園

高光小学校 高津保育園 鬼北町放課後児童クラブ 鬼北町立 みどり保育所

鬼北町立 近永保育所 鬼北町立さくら保育所 鬼北町立三島小学校 鬼北町立好藤保育所

鬼北町立好藤小学校 鬼北町立小倉保育所 鬼北町立小松保育所 鬼北町立広見中学校

鬼北町立愛治小学校 鬼北町立日吉中学校 鬼北町立日吉小学校 鬼北町立泉小学校

鬼北町立清水保育所 鬼北町立近永小学校 鳥生保育所 鶴島放課後児童クラブ

■高知県 MV中学2 MV高等学校 東中筋中学校 高知市立第四小学校

高知江の口特別支援学校国立高知病院分校 高知県立中村特別支援学校 高知県立盲学校 高知県立窪川高等学校



高知県立高知若草特別支援学校 高知県立高知若草特別支援学校子鹿園分校 高知若草特別支援学校土佐希望の家分校

■福岡県 West Japan System あい保育園大宮 いとぽっぽ保育園 おおざの保育園

おおはし保育園 こくぶ保育園 ここ葉保育園 りんごの木保育園

タンポポ保育園 ミルキーウェイキッズ 七隈小学校 わいわい広場 三筑小わいわい広場

九州女子大学附属折尾幼稚園 今宿小学校 わいわい広場 元岡小学校 わいわい広場 入部小学校わいわい広場

八女市立川崎小学校 八女市立忠見小学校 八田小学校わいわい広場 内浜小学校わいわい広場

別府小学校わいわい広場 則松中学校 野球部 剣南学童のびのびクラブ 北九州子どもの村小・中学校

北九州市立湯川中学校広報 北崎小学校 わいわい広場 千代小学校 わいわい広場 千早小学校わいわい広場

千早西小学校わいわい広場 南区剣道連盟 南当仁小学校 わいわいくらぶ 南片江小学校わいわい広場

博多小学校 わいわい広場 原北小学校 わいわい広場 原西小学校わいわい広場 合同会社SOALA 久留米校

吉木小放課後児童クラブ 名島小学校わいわい広場 和白小学校 わいわい広場 和白東小わいわい広場

四箇田小学校わいわい広場 城原小学校 わいわい広場 堅粕小学校わいわい広場 堤丘小学校 わいわい広場

塩原小学校わいわい広場 壱岐南小学校わいわい広場 壱岐小学校わいわい広場 壱岐東小学校わいわい広場

大池小学校わいわい広場 大池校区子ども会育成連合会 天馬保育園 奈多小わいわい広場

姪北小学校 わいわい広場 姪浜小わいわい広場 学校法人 下境学園 下境幼稚園 学童チーム

宇美タンポポ保育園 室見小わいわい広場 宮竹小学校わいわい広場 宮若さくらこども園

宮若市立吉川小学校 宮若市立宮若西中学校 宮若市立宮若西小学校 宮若市立若宮幼稚園

宮若市立若宮西小学校 家庭的保育事業 佐野吏紗 小田部小わいわい広場 小笹小学校わいわい広場

平尾小わいわい広場 弥永小学校 わいわい広場 弥永西小わいわい広場 弥永西小学校PTA

弥生小学校わいわい広場 当仁小学校わいわい広場 志免中央小学校 志免中央小学校PTA

志免中学校 志免南小学校 志免南小学校PTA 志免四町内会

志免東中学校 志免東小学校 志免町民生委員・児童委員協議会 志免西小学校

愛宕浜小学校わいわい広場 放課後児童クラブ 風の子クラブ 日佐小学校 わいわい広場 早良小学校 わいわい広場

星槎北九州キャンパス 星槎国際 福岡東 春住小学校わいわい広場 月隈小学校わいわい広場

有住小学校 わいわい広場 木佐木小学校 東住吉小わいわい広場 東吉塚小学校 わいわい広場

東月隈小学校 わいわい広場 東箱崎小学校 わいわい広場 東花畑小学校わいわい広場 東若久小学校わいわい広場

板付北小学校わいわい広場 板付小学校わいわい広場 柳原ぷらす保育園 株式会社フェイス

横手小学校わいわい広場 池田小学校 照葉北小学校わいわい広場 照葉小学校わいわい広場

片江小学校わいわい広場 玄洋小学校PTA 玄洋小学校 わいわい広場 玉川小学校わいわい広場

田島小学校わいわい広場 田隈小学校わいわい広場 百道浜小学校わいわい広場 石丸小学校 わいわい広場

社会福祉法人 飛鳥会 都府楼保育園 社会福祉法人吉野福祉会大橋保育園 福岡市中央区平尾２丁目こども会 福岡市立 大楠小学校

福岡市立博多中学校 福岡市立平尾中学校PTA 福岡市立百道浜小学校 福岡市立西新小学校 子どもと親のきらく会

福重小学校 わいわい広場 第二高取保育園 筑紫丘小学校わいわい広場 箱崎小学校 わいわい広場

美和台小学校わいわい広場 美希保育園 老司小学校わいわい広場 脇山小学校 わいわい広場

舞松原小学校わいわい広場 花畑小学校わいわい広場 草ヶ江ヤングラガーズ 草ヶ江小学校 わいわい広場

西新小学校わいわい広場 西都小学校わいわい広場 賀茂小学校わいわい広場 那珂小学校 わいわい広場

野多目小学校 わいわい広場 野芥保育園 金丸ぷらす保育園 金丸保育園

鎮西敬愛学園吹奏楽部 長住小学校 わいわい広場 鞍手中学校 鞍手町立剣南小学校

鞍手町立室木小学校 鞍手町立西川小学校 須玖南地区自治会 飯原小学校わいわい広場

香住丘小学校 わいわい広場 香椎小学校 わいわい広場 香椎浜小学校 わいわい広場 香陵小学校わいわい広場

馬出小学校 わいわい広場 高取保育園 高取小学校 わいわい広場 高取小学校ＰＴＡ

鳥飼小PTA

■佐賀県 CODO外語観光専門学校 あさひ幼稚園 いふく保育園 おおやま保育園

くわこば保育園 ひかりこども園 ひまわり教室 みやき町立三根中学校

みやき町立三根東小学校 みやき町立三根西小学校 みやき町立中原中学校 みやき町立中原小学校

みやき町立北茂安小学校 コスモス教室 三根みどり保育園 上峰幼稚園

上峰町立上峰中学校 上峰町立上峰小学校 中原幼稚園 中部小なかよしクラブ

五町田小学校 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学付属ひしのみこども園 佐賀女子高等学校

佐賀市PTA協議会 佐賀市中学校校長会 佐賀市立勧興小学校 佐賀市立城東中学校

佐賀市立富士小学校 佐賀市立小中一貫校三瀬校 佐賀市立小中一貫校北山校 佐賀市立成章中学校

佐賀市立春日北小学校 佐賀市立鍋島中学校PTA 佐賀県嬉野市立轟小学校 佐賀県杵島郡江北町江北小学校



佐賀県立佐賀西高等学校 佐賀県立大和特別支援学校 佐賀県立盲学校 北明少年野球クラブ

北茂安中学校 千代田東部小学校 吉田中学校 吉野ヶ里町社会福祉協議会

吉野ヶ里町立東脊振中学校 吉野ヶ里町立東脊振小学校 和光幼稚園 基山保育園

基山町放課後児童クラブ 基山町立基山中学校 基山町立基山小学校 基山町立若基小学校

塩田小学校 多機能型事業所ミルキーウェイ 大山小よいこの教室 大山小学校るんるん♪サポーター

大山小放課後子ども教室るんるん♪ 大町町教育委員会 大町町教育委員会 大町町立大町保育園

大町町立小中一貫校大町ひじり学園 大町町立小中一貫校大町ひじり学園中学部 嬉野市教育委員会 嬉野市立久間小学校

嬉野市立吉田小学校 嬉野市立塩田中学校 嬉野市立大草野小学校 嬉野市立大野原小中学校

嬉野市立嬉野中学校 嬉野市立嬉野小学校 学校法人佐賀学園 神野こども園 学校法人正安寺学園

学校法人高徳学園塩田幼稚園 学校法人鳥栖学園 布津原幼稚園 学生ボランティア団体しまっとクラブ鳥栖 小舟津育友会

小規模保育所なのはな 川上こども園 弥生が丘小学校 東区 こども会 新栄保育園

旭FC 旭なかよしバドミントンクラブ 明朗幼稚園 曲川小よいこの教室

曲川小放課後子ども教室さくらキッズ 月影幼稚園 有明西小学校 有田中部小放課後子ども教室きっずりんぐ

有田小よいこの教室 有田小放課後子ども教室わくわくくらぶ 本庄小学校 松涛保育園

株式会社結葉 永林寺保育園 江北ひかり保育園 江北町幼児教育センター

江北町放課後児童クラブ 江北町立江北中学校 江北町立江北小学校 白石町放課後児童クラブ

白石町立あかり保育園 白石町立六角小学校 白石町立北明小学校 白石町立有明中学校

白石町立有明東小学校 白石町立白石中学校 白石町立白石小学校 白石町立福富中学校

白石町立福富小学校 白石町立須古小学校 社会福祉法人けやき会吉田保育園 社会福祉法人めぐみ保育園

社会福祉法人和光福祉会ちとせ保育園 社会福祉法人若楠青葉園 神埼中学校女子ソフトテニス 神埼市立千代田中学校

神埼市立千代田中部小学校 神埼市立千代田西部小学校 神埼市立西郷小学校 神辺幼稚園

筑水幼稚園・つぼみ保育園 能古見保育園 若草保育園 行成育友会

西佐賀水道企業団 見真幼稚園 青葉台子どもクラブ 駒鳥幼稚園

鳥栖カトリック幼稚園 鳥栖双葉保育園 鳥栖小学校 鳥栖市放課後児童クラブ運営協議会

鳥栖市立基里中学校 鳥栖市立基里小学校 鳥栖市立弥生が丘小学校 鳥栖市立旭小学校

鳥栖市立田代中学校 鳥栖市立田代小学校 鳥栖市立鳥栖中学校 鳥栖市立鳥栖北小学校

鳥栖市立鳥栖西中学校 鳥栖市立麓小学校 鹿島市保育・教育施設緊急連絡網 鹿島市放課後児童クラブ

鹿島市教育委員会生涯学習課 鹿島市立七浦小学校 鹿島市立北鹿島小学校 鹿島市立古枝小学校

鹿島市立明倫小学校 鹿島市立東部中学校 鹿島市立浜小学校 鹿島市立能古見小学校

鹿島市立西部中学校 鹿島市立鹿島小学校

■長崎県 Happyあいのうら児童クラブ Happyなかざと児童クラブ Happyひの児童クラブ Happyスクール

いむらスポーツクラブ おさなご園 すくーるくろす わーくかんまち

上相浦保育所 佐々町立佐々中学校 佐々町立佐々小学校 佐々町立口石小学校

佐世保市立天神小学校 佐世保市立福石中学校 児童発達支援センター佐世保市立すぎのこ
園

土井首小学校育友会

学童保育やまざとクラブ 対馬市立西部中学校 早岐保育所 親愛園

認定こども園小栗幼稚園 長崎市立愛宕小学校

■熊本県 幼保連携型認定こども園 合志こども園 Ai保育園尾ノ上 あゆみ保育園 すくすく保育園益城

たかつきこども会 はっぴぃの園 須屋 わくわく本渡児童クラブ ヒューマンキャンパス高校熊本

ピッコリー保育園 マリア幼愛園 ルネサンス熊本フットボールクラブ 上益城地域療育センターわいわいなかま

人吉西小学校 ＰＴＡ 古町げんきの森保育園 大津音楽幼稚園 大津高ＰＴＡ

学校法人 湖東学園 幼児センター 学校法人 第一学園 杉並台保育園 学校法人湖東学園 学校法人竜昇学園認定こども園菊池幼稚園

学校法人第一学園 第二幼稚園 宇土市立宇土幼稚園 崇城大学 幼保連携型認定こども園 第一幼稚園

幼保連携型認定こども園ことう 幼保連携型認定こども園ことうだいに 幼保連携型認定こども園にしばる 杉並台幼稚園

泗水東保育園 熊工吹奏楽部後援会 熊本市立清水小学校ＰＴＡ 熊本市立鹿南中学校 野球部

熊本県立上天草高等学校育友会 熊本県立熊本北高等学校 熊本県立高森高等学校 田原少年野球クラブ

社会福祉法人 愛火の会 翔陽高校野球部 西原村社会福祉協議会 認定こども園 高森幼稚園

認定こども園双羽幼稚園 錦町立西小学校 阿蘇中央幼稚園 麻生田げんきの森保育園

■大分県 カトリック日田幼稚園 中津市教育委員会学校教育課 大分県立佐伯支援学校 大分県立日田支援学校

大分県立盲学校 大分県立竹田支援学校 大分県立臼杵支援学校 日田市立三芳小学校

日田市立東部中学校 東九州龍谷高等学校



■宮崎県 NPO法人 Swing-By NPO法人のびーの宮崎大塚児童クラブ SVCみやざき あいいく幼稚園

あおぞら幼稚園 あけぼの保育園 えびの市立岡元小学校 えびの市立真幸中学校

おおぞら園 おひさま保育園 きよたけ児童クラブ きらきらアート保育園

ぎんなん保育園 くどみ児友園 こばと保育園（社会福祉法人やまびこ会) さつき保育園

そらまめ保育園 たかお保育所 ちっくたっく大宮児童クラブ ちどり子ども園

のびーの宮崎広瀬北児童クラブ ひなたほいくえん ひまわり保育園 まがた保育園

めぐみの聖母保育園 やまのくち保育所 よつば保育園 わかすぎ保育園

クラーク高校 宮崎キャンパス タンポポ保育園 フェアリー学習院 保護者会 中央西まちづくり推進委員会

中郷保育所 串間市立大束小学校 串間市立市木小学校 串間市立本城小学校

串間市立秋山小学校 串間市立金谷小学校 丸野小学校 伊形小学校

住吉幼稚園 児童養護施設 さくら学園 八代小学校 公益財団法人宮崎県スポーツ協会

内海小学校 千代田幼稚園 南ヶ丘幼稚園 合同会社ワークス

吉野保育園 名水小学校 国富町立木脇小学校 大原簿記公務員専門学校宮崎校

大塚あけぼの幼稚園 太陽保育園 大塚中学校 大塚台保育園 大塚台西保育園

大塚台西２丁目自治会 大塚地域まちづくり推進委員会 大宮児童クラブ 大淀まちづくり協議会災害対策部会

大淀児童クラブ 大淀幼稚園 大王フレンズ 大王谷学園

天神保育所 太田保育園 太田原にじ色こども園 妻北小学校

学校法人新富学園 学校法人昭和学園高岡幼稚園 学研青葉教室 安久小学校

宮崎こどものしろ保育園 宮崎ひがし幼稚園 宮崎みなみ幼稚園 宮崎カトリック幼稚園

宮崎ブライダル＆医療スポーツ専門学校 宮崎リハビリテーション学院 宮崎学園中学校高等学校 宮崎市トップアスリート発掘・育成事業

宮崎市学校体育施設開放事業 宮崎市学校体育施設開放事業 宮崎市小中学校長会 宮崎市教育委員会学校教育課

宮崎市民文化ホール 宮崎市江平・江平第二児童クラブ 宮崎市社会福祉事業団児童クラブ 宮崎市社会福祉協議会児童クラブ

宮崎市立七野小学校 宮崎市立久峰中学校 宮崎市立住吉中学校 宮崎市立住吉南小学校

宮崎市立住吉小学校 宮崎市立佐土原中学校 宮崎市立佐土原小学校 宮崎市立倉岡小学校

宮崎市立加納中学校 宮崎市立加納小学校 宮崎市立古城小学校 宮崎市立国富小学校

宮崎市立大久保小学校 宮崎市立大塚小学校 宮崎市立大宮中学校 宮崎市立大宮中学校

宮崎市立大宮小学校 宮崎市立大淀中学校 宮崎市立大淀小学校 宮崎市立学園木花台小学校

宮崎市立宮崎中学校 宮崎市立宮崎北中学校 宮崎市立宮崎南小学校 宮崎市立宮崎小学校

宮崎市立宮崎東中学校 宮崎市立宮崎港小学校 宮崎市立宮崎西中学校 宮崎市立宮崎西小学校

宮崎市立小戸小学校 宮崎市立小松台小学校 宮崎市立広瀬中学校 宮崎市立広瀬小学校

宮崎市立広瀬西小学校 宮崎市立恒久小学校 宮崎市立木花中学校 宮崎市立木花小学校

宮崎市立本郷中学校 宮崎市立本郷小学校 宮崎市立本郷小学校PTA 宮崎市立東大宮中学校

宮崎市立檍中学校 宮崎市立檍北小学校 宮崎市立檍小学校 宮崎市立江南小学校

宮崎市立江平小学校 宮崎市立池内小学校 宮崎市立清武中学校 宮崎市立清武小学校

宮崎市立瓜生野小学校 宮崎市立生目南中学校 宮崎市立生目台東小学校 宮崎市立生目台西小学校

宮崎市立生目小学校 宮崎市立田野中学校 宮崎市立田野小学校 宮崎市立穆佐小学校

宮崎市立西池小学校 宮崎市立赤江中学校 宮崎市立赤江小学校 宮崎市立赤江東中学校

宮崎市立那珂小学校 宮崎市立鏡洲小学校 宮崎市立青島中学校 宮崎市立青島小学校

宮崎市立高岡中学校 宮崎市立高岡小学校 宮崎市総合発達支援センター 宮崎情報ビジネス医療専門学校

宮崎日本大学中学校 宮崎日本大学高等学校 宮崎東小学校 宮崎県サッカー協会キッズ委員会

宮崎県小・中学校教務主任会 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県立小林高等学校

宮崎県立都農高等学校 宮崎県立高千穂高等学校 宮崎県美郷町立美郷南学園 宮崎穎学館

宮崎第一中学校 宮崎第一中学高等学校 宮崎至慶保育園 宮崎至慶幼稚園

宮崎西中学校長室 小戸まちづくり推進委員会 小戸子ども会 小林市立幸ヶ丘小学校

小林市立紙屋中学校 小林市立紙屋小学校 山田中央保育所 島之内保育園

川南幼稚園 川南町立 中央保育所 川南町立多賀小学校 希望ヶ丘こども園

幼保連携型認定こども園みまつ 広瀬共栄幼稚園 広瀬北小学校 延岡市立北川小学校

延岡市立北浦小学校 延岡市立南中学校 延岡市立南小学校 延岡市立南方小学校

延岡市立南浦中学校 延岡市立岡富小学校 延岡市立川島小学校 延岡市立浦城小学校

延岡市立港小学校 延岡望幼稚園 志和池保育・児童館 恒久保育園

成華幼稚園 放課後等デイサービス ふぁいん神宮 放課後等デイサービス事業 おはな 日之影町立八戸小学校

日之影町立日之影小学校 日之影町立高巣野小学校 日南・飫肥カトリック幼稚園 日南市小中学校教頭会



日南市教育支援センター 日南市立北郷小中学校 日南市立吉野方小学校 日南市立吾田中学校

日南市立吾田東小学校 日南市立東郷小中学校 日南市立油津中学校 日南幼稚園

日向ラグビースクール 日向中学校 日向市立上町保育所 日向市立富島中学校

日向市立富高小学校 日向市立日知屋小学校 日向市立日知屋東小学校 日向市立細島保育所

日向市立細島小学校 日章学園高等学校 月見ケ丘幼稚園 有水保育所

木の花幼保園 木花中学校 男子ソフトテニス部 木花小学校 おはなしプレゼント 木花幼稚園

本郷幼稚園 東大宮児童クラブ 東大宮夢はうす児童クラブ 東大宮小学校

東方保育園 東郷まちづくり協議会 株式会社 明光社 桜ケ丘幼稚園

桜渕子ども会 椎葉村立尾向小学校 椎葉村立椎葉中学校 榎本塾

横町さくら保育園 檍保育園 民間学童保育ツクヨミ 永久津保育園

池内小北町子ども会 清武せいりゅう支援学校 港子どもクラブ 潮見小学校

生目台ピノキオこども園 田野カトリック聖母幼稚園 直純寺こども園 社会福祉法人 桜裕会 サクラプリンテック

社会福祉法人 愛育会 社会福祉法人カリタスの園ドンボスコ保育
園

社会福祉法人和会光明保育園 社会福祉法人慈愛会 慈愛保育園

社会福祉法人明照福祉会 原口こども園 社会福祉法人潮見会 潮見保育園 社会福祉法人芳和会和保育園 紙屋保育園

細野保育園 綾町立綾中学校 緑ヶ丘小学校 自由が丘団地子供会

芳士幼稚園 茶臼原小学校 西岳中学校 西米良村立へき地保育所ふたば園

西米良村立村所小学校 西米良村立西米良中学校 西郷義務教育学校 西都乳児保育園

西都市立都於郡小学校 認定こども園 小林昭和幼稚園 認定こども園妻保育園 認定こども園宮崎西幼稚園

認定こども園日向カトリック幼稚園 諸塚村立諸塚小学校 都城市役所 福祉部 保育課 都城市立乙房小学校

都城市立五十市中学校 都城市立夏尾小・中学校 都城市立志和池小学校 都城市立高城小学校

都農町立 都農小学校 都農町立都農南小学校 都農町立都農東小学校 門川町立五十鈴小学校

門川町立草川小学校 門川町立西門川小・中学校PTA 門川町立門川小学校 高千穂町立岩戸小学校

高千穂町立押方小学校 高千穂町立田原中学校 高千穂町立田原小学校 高千穂町立高千穂中学校

高千穂町立高千穂小学校 高原町立狭野小学校 高城中学校 高城保育所

高岡中央保育園 高鍋カトリック聖母幼稚園 高鍋町立高鍋東中学校

■鹿児島県 (社福)東福祉会 NPO法人にじの橋 あいぼりー保育園 あい保育園 唐湊

おひさまこども園 ゆりかご保育園 サポートセンター ら・フロレゾン 伊集院中学校

児童発達支援センター虹の家 出水市立大川内中学校 加治木幼稚園 南九州市立大丸小学校

南九州市立宮脇小学校 南九州市立霜出小学校 口永良部島 和泊町立和泊小学校

和泊町立大城小学校 喜入公民館 大崎町立大丸小学校 大川内小学校

天城町立天城小学校 太陽の子幼児園 奄美市立芦花部小中学校 姫城児童クラブ

姫城地区自治公民館連絡協議会 姶良市立加治木小学校 姶良市立柁城小学校 姶良市立錦江小学校

姶良市立錦江幼稚園 学校法人隈元学園星ヶ峯保育園 学校法人隈元学園星ヶ峯幼稚園 小野児童クラブ

山形屋商事株式会社 岩川小学校 川内北中学校 幼保連携型認定こども園伊集院幼稚園

幼保連携型認定こども園建昌保育園 建昌つぼみ保育園 建昌菜の花保育園 影原保育園

徳之島町立井之川中学校 徳之島町立神之嶺小学校 指宿市立西指宿中学校 放課後デイサービス え～る

放課後児童クラブきらめき 放課後子ども教室（神小） 放課後等デイサービス まなびや 文旦保育園

日吉まもり隊 日置市立上市来小学校 日置市立伊集院北小学校 日置市立伊集院小学校

日置市立住吉小学校 日置市立土橋中学校 日置市立日吉中学校 日置市立日新小学校

日置市立湯田小学校 日置市立花田小学校 曽於市立大隅中学校 曽於市立柳迫小学校

東串良町教育委員会 東天城中学校 柁城小学校見守り隊 株式会社南日本情報処理センター

永照寺保育園 海陽中学校 清水小学校 清谿幼稚園

湧水町立吉松中学校 湧水町立吉松小学校 社会福祉法人太陽の風ひなたぼっこ保育園 美山小学校

薩摩川内市子ども発達支援センターつくし
園

薩摩川内市社会福祉協議会上甑支所 薩摩川内市立海星中学校 西指宿中学校施設開放

西田きらきら保育園 西谷山コミュニティ協議会 西陵小学校ＰＴＡ 認定こども園 はなぞの

認定こども園 国分西 認定こども園さくら 錦城幼稚園 錦江台小学校児童クラブ

長島町立平尾中学校 長島町立獅子島幼小中学校 長島町立鷹巣中学校 長島町立鷹巣小学校

阿久根市立三笠中学校 阿久根市立大川小学校 阿久根市立折多小学校 阿久根市立脇本小学校

阿久根市立西目小学校 阿久根市立鶴川内中学校 隼人ひまわりこども園 霧島市立大田小学校

霧島市立宮内小学校 霧島市立富隈小学校 霧島市立小野小学校 霧島市立日当山中学校

霧島市立日当山小学校 霧島市立永水小学校 霧島市立竹子小学校 霧島市立隼人中学校



霧島市立霧島中学校 霧島市立霧島小学校 頴娃保育園 鹿児島三育小学校

鹿児島三育幼稚園 鹿児島市立和田中学校 鹿児島市立和田小学校 鹿児島市立星峯西小学校

鹿児島市立東昌小学校 鹿児島市立松原小学校 鹿児島市立甲東中学校 鹿児島市立福平小学校

鹿児島市立紫原小学校 鹿児島市立谷山中学校 鹿児島市立谷山小学校 鹿児島市立錦江台小学校

鹿児島県中学選抜ラグビーチーム 鹿児島県小中学校等養護教諭連絡協議会 鹿児島県小学生バレーボール連盟 鹿児島県小学生バレーボール連盟審判委員
会

鹿児島県教育カウンセラー協会 鹿児島県日置市立日吉学園 鹿児島県日置市立花田小学校 鹿児島育英館中学・高等学校

鹿屋ジュニアソフトテニスクラブ 鹿屋市立上小原中学校

■沖縄県 JSL日本アカデミー OSRC かりゆし諸見保育園 こどもぷらねっと

こどもプラスめばえ佐真下教室 はえばるエコセンター みぎわ保育園 もりのなかまam古謝

よいこのいえ学童クラブ わくわく学童クラブ 沖縄県浦添市 アニマートぎのわん コザ聖母幼稚園

コロニー児童デイサービス あはちゃ タンポポ パークヒル天久 ベーテルの夢

ライフイズビューティフル 児童クラブしぃず 児童デイサービス 発達ラボ 浦添教室 勢理客こども園

南城市立船越小学校 名護市立名護小学校 名護市立安和小学校 名護市立屋我地小学校

名護市立真喜屋小学校 喜名学童クラブ 地域さぽーとセンターやっほっほ 城北保育園

学校法人カトリック学園 聖母幼稚園 安岡FC 安謝サッカークラブ 安謝児童クラブ

宮古島市立上野小学校 宮古島市立福嶺中学校 宮古島市立福嶺小学校 宮古特別支援学校

島尻特別支援学校 広伸会宜野湾教室 放課後等デイサービス 和順 沖縄三育小学校

沖縄市立コザ中学校 沖縄市立美東中学校 沖縄県浦添市立内間小学校 沖縄県立はなさき支援学校

沖縄県立北谷高等学校 沖縄県立大平特別支援学校 沖縄県立桜野特別支援学校 沖縄県立森川特別支援学校

沖縄県立沖縄ろう学校 沖縄県立沖縄盲学校 沖縄県立泡瀬特別支援学校 沖縄県立美咲特別支援学校

沖縄県立西崎特別支援学校 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 沖縄県立陽明高等支援学校 沖縄高等特別支援学校

沢岻げんき学童クラブ 浦添市立仲西中学校 浦添市立宮城小学校 浦添市立宮城幼稚園

浦添市立浦城小学校・PTA 浦添市立港川中学校 浦添市立神森小学校 渡嘉敷幼小中学校

港川小学校 琉球大学教育学部附属中学校女子バレーボ
ール部

社会福祉法人都島友の会 松島保育園 社会福祉法人都島友の会渡保育園

神森くまのみ学童クラブ 神森どんぐり学童クラブ 神森みつばち 神森ゆめのき学童クラブ

精華学園高等学校浦添校 糸満小学校 糸満市立光洋小学校 糸満市立潮平小学校

糸満市立真壁小学校 西崎中学校 認定こども園森川保育園 識名小学校

豊見城小学校 豊見城市商工会 豊見城市立 豊崎小学校 豊見城市立 豊見城中学校 野球部

豊見城市立ゆたか小学校 豊見城市立上田小学校 豊見城市立伊良波小学校 越来中学校

那覇みらい支援学校 那覇市立上間小学校 那覇市立城北小学校 那覇市立安岡中学校

那覇市立曙小学校 那覇市立泊小学校 那覇市立銘苅小学校PTCA 那覇高等学校

首里湘南保育園 高安ジャガーズ ＦＣ．ＳＯＮＨＯ
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