幸せの種まきキャンペーン開催一覧表 （平成１７～２７年度）
※太字は複数開催
【北海道】 八雲中学校、落部中学校、野田生中学校、
八雲町女性研修会(
八雲中学校、落部中学校、野田生中学校、マリア幼稚園、八雲町女性研修会
野田生中学校、
八雲町女性研修会(公民館)
公民館)、八雲町教育
委員会（はぴあ八雲）、札幌日本大学中学高等学校（北広島市）、北斗市茂辺地中学校
北斗市茂辺地中学校、函館市椴法華中学校、
、
北斗市茂辺地中学校
登別市若草小学校、名寄東中学校、名寄市智恵文中学校、札幌市中の島中学校、白老町竹浦中学校、
白老町竹浦中学校、稚内市
白老町竹浦中学校、
潮見が丘中学校、広尾中学校、八雲町熊石地区女性研修会、余市東中学校、登別市西小学校＆ＰＴＡ、登別市
西陵中学校＆ＰＴＡ、岩見沢市上幌向中学校、
岩見沢市上幌向中学校、札幌市山鼻中学校、士別市朝日中学校＆ＰＴＡ、江差中学校、
岩見沢市上幌向中学校、
江差北中学校、札幌市簾舞中学校＆ＰＴＡ、北竜中学校、稚内中学校、北海道高等学校文化連盟空知支部ボラ
ンティア研修会（月形高等学校）、北見藤女子高等学校、岩見沢市立北村中学校、静内第三中学校、札幌市北
札幌市北
野中学校、深川市多度志中学校、留萌市潮静小学校、
留萌市潮静小学校、豊頃中学校、名寄中学校、北広島市広葉中学校、網走
野中学校、
留萌市潮静小学校、
市第五中学校、北海道
北海道高等学校文化連盟
北海道高等学校文化連盟ボランティア研究大会
高等学校文化連盟ボランティア研究大会(旭川農業高等学校、網走桂陽高等学校)、鵡
ボランティア研究大会
川中学校、大樹高等学校（広尾郡）、留萌市緑丘小学校、北広島市大曲中学校
北広島市大曲中学校、由仁中学校、芽室西中学校、
北広島市大曲中学校
芽室中学校、斜里中学校、清里高等学校、滝川西高等学校、江別第三小学校、
江別第三小学校、網走市第三中学校、釧路町別
芽室中学校
江別第三小学校、
府中学校、洞爺湖温泉中学校
洞爺湖温泉中学校、洞爺湖温泉小学校、洞爺湖中学校、三笠市萱野中学校、苫小牧市啓明中学
洞爺湖温泉中学校
校、大空町藻琴中学校、留辺蘂高等学校、札幌市前田小学校、
札幌市前田小学校、帯広市川西小学校、士別高等学校、士別中学
札幌市前田小学校、
校、江別第三中学校、北見市小泉中学校、洞爺湖町虻田中学校、
【青森県】 五所川原市
五所川原市第三中学校、三沢
第三中学校 三沢市
三沢市第五中学校、八戸市湊中学校、中泊町小泊中学校、三戸中学校、
第五中学校
弘前市津軽中学校、深浦町岩崎中学校、県立三本木農業高等学校（十和田市）、つがる市森田中学校、八戸市
島守中学校、弘前市第五中学校、弘前市第四中学校、七戸町榎林中学校、八戸市白銀南中学校、県立木造高
等学校(つがる市)、五所川原市金木中学校、五所川原市第一中学校、
【岩手県】 花巻市東和中学校、八幡平市田山中学校、花巻市大迫中学校、一関市本寺中学校、県立前沢高等
学校（奥州市）、二戸市仁佐平中学校、盛岡市見前南中学校、岩手町一方井中学校、岩手町川口中学校
岩手町川口中学校、
岩手町川口中学校
【宮城県】 蔵王町円田中学校、仙台市幸町中学校
仙台市幸町中学校、涌谷中学校、石巻市寄磯中学校、石巻市大川中学校、仙
仙
仙台市幸町中学校
台市長町中学校、春の華剣道合宿（登米市）、本吉町津谷中学校、登米市米山中学校、
登米市米山中学校、東松島市矢本第一中
台市長町中学校、
登米市米山中学校、
学校、大崎市岩出山中学校、県立都農高等学校(都農町)、県立石巻西高等学校（東松島市）、県高等学校国際
教育研究会(仙台国際センター)、仙台市根白石中学校、仙台市桜丘中学校、
【秋田県】 由利本庄市岩城中学校、村立大潟中学校、大館市第一中学校、
大館市第一中学校、
【山形県】 蔵王町円田中学校、東根市第三中学校、南陽市中川中学校、寒河江中学校、東根市神町中学校、
新庄市八向中学校、南陽市吉野中学校、川西町第二中学校、天真学園高等学校
天真学園高等学校(
天真学園高等学校(酒田市)
酒田市)、県立新庄南高等学
校、戸沢村角川小中学校、新庄中学校、
新庄中学校、
【福島県】 自然体験リーダーキャンプ、青年ボランティア･アクション in 福島、
、郡山市谷田川小学校、山都第一
小学校、山都中学校、
、山都第二小学校＆ＰＴＡ、山都第三小学校、桜の聖母学院高等学校（福島市）、須賀川
市第三小学校、福県高等学校青少年赤十字連絡協議会(白河実業高等学校)、県立南会津高等学校、喜多方市
教育委員会放課後子ども教室、郡山市教育委員会(青少年会館)、喜多方市第一中学校、新地町尚英中学校、
南会津町伊南中学校、相馬市中村第二中学校、喜多方市高郷中学校、喜多方市山都小学校、喜多方市山都中
学校、南相馬市原町第二中学校、
【茨城県】 牛久市立図書館、つくば国際大学高等学校（土浦市）、第一高等学院水戸校、大子町南中学校、取
手第二中学校、
【栃木県】 県立小山高等学校、小山高等学校ＰＴＡ研修会、日光市三依中学校、小山市美田中学校、
小山市美田中学校、佐野市吾
県立小山高等学校
小山市美田中学校、
妻中学校、佐野日本大学中学校、県立佐野高等学校、足利市第二中学校、県立さくら清修高等学校、佐野市吾
妻小学校ＰＴＡ文化講演会、県立真岡女子高等学校、大田原市佐久山中学校、足利市第一中学校、
【群馬県】 明照学園樹徳中学校
中之条中学校、
明照学園樹徳中学校（桐生市）+小学校＆PTA、中之条中学校
樹徳中学校
中之条中学校、
【埼玉県】 小川町大河高齢者学級、上里中学校、ＳＹＤ東松山支部(箭弓神社)、上尾東中学校
上尾東中学校、上尾東中学校
上尾東中学校 上尾東中学校
＆ＰＴＡ、国際学院高等学校(伊奈町)、狭山台中学校、嵐山町福祉協議会、大宮ろう学校高等部、春日部市江
戸川中学校、騎西中学校＆ＰＴＡ、東松山市北中学校区ＰＴＡ交流会、霞ヶ関東中学校＆ＰＴＡ、川越市高階西
中学校、深谷中学校、霞ヶ関西中学校、入間市野田中学校、川越市大東西中学校、加須平成中学校、浦和学
加須平成中学校、浦和学
院高等学校、北本市宮内中学校、朝霞市第一小学校、春日部市谷原中学校、杉戸町国際交流協会、
杉戸町国際交流協会、春日部市
院高等学校、
杉戸町国際交流協会、
国際交流協会、加須市昭和中学校、朝霞第四小学校、川越市鯨井中学校、三郷市瑞穂中学校、嵐山町家庭共
育セミナー、秩父市影森小学校、
【千葉県】 勝浦市興津中学校、千葉市川戸中学校
千葉市川戸中学校、柏市西原中学校、千葉市小中台中学校、船橋市飯山満中
千葉市川戸中学校
学校、習志野市第一中学校
習志野市第一中学校、千葉明徳高等学校、富津市天羽東中学校、山武南中学校、
山武南中学校、船橋市御滝中学校、
習志野市第一中学校
山武南中学校、
銚子市第八中学校、銚子市第六中学校、船橋市立法田中学校、香取市栗源中学校、千葉市高洲第二中学校、
千葉市高洲第二中学校、
【東京都】 江東区大島中央小学校、ＮＰＯ法人ＺＥＲＯキッズ（中野区）、江戸川区第二松江小学校、国際ソロプ
国際ソロプ
チミスト青梅、品川区荏原第一中学校、品川区
東横
チミスト青梅、品川区荏原第一中学校、品川区東海中学校
品川区荏原第一中学校、品川区東海中学校、東京文化中学高等学校、中野区第一中学校、東横
東海中学校
学園中学校（世田谷区）
西東京市芝久保小学校＆ＰＴＡ
学園中学校（世田谷区）、渋谷区鳩森小学校、西東京市
学校（世田谷区）
西東京市芝久保小学校＆ＰＴＡ、小平市第六中学校、櫻華女学
芝久保小学校＆ＰＴＡ
院中学校（東村山市）、原宿外苑中学校(渋谷区)、東海中学校(品川区)、まちネット千修会(渋谷区)、日野市平山
中学校、西東京市芝久保小学校、練馬区大泉西中学校、板橋区高島第三中学校、北区赤羽中学校、奥多摩町
氷川中学校、鷗友学園女子中学校（世田谷
鷗友学園女子中学校（世田谷区）
鷗友学園女子中学校（世田谷区）、東京都市大学等々力中学校（世田谷区）、
区） 東京都市大学等々力中学校（世田谷区）、武蔵村山市第四中
東京都市大学等々力中学校（世田谷区）、
学校、足立区江南中学校、武蔵村山市村山学園第二中学校、杉並学院中学校、稲城市教育委員会教育部文化
センター課、日立電子サービス㈱（港区）、練馬中学校、文京区茗台中学校、板橋中央看護専門学校、東久留
米市大門中学校、江戸川区葛西第二中学校、東久留米市大門中学校、板橋区高島第三中学校
板橋区高島第三中学校、世田谷区上
板橋区高島第三中学校
祖師谷中学校、町田総合高等学校、
町田総合高等学校、代々木高等学院、杉並区荻窪中学校、中野区第二中学校、多摩市東愛宕
町田総合高等学校、
中学校、
【神奈川県】 横浜市東野中学校、清川村緑中学校＆ＰＴＡ
清川村緑中学校＆ＰＴＡ、大和市鶴間中学校、小田原市白鴎中学校、カリタ
カリタ
清川村緑中学校＆ＰＴＡ
ス女子中学校（川崎市）、茅ヶ崎市浜須賀中学校、横浜市十日市場中学校、小田原市千代中学校、洗足学園中
ス女子中学校（川崎市）
学高等学校福祉部（川崎市）、県立ひばりが丘高等学校（座間市）、戸塚中学校、横浜市潮田中学校、厚木市玉
川中学校、清泉女学院中学高等学校（鎌倉市）、横浜市川上小学校、山北町清水中学校、川崎市中学校国際教
育研究部会(中原区役所)、大和市渋谷中学校、横浜市上飯田中学校、大和市上和田中学校
大和市上和田中学校、平塚市中原中学
大和市上和田中学校
校、横浜市青葉台中学校、横浜市永田中学校、平塚市旭陵中学校、県立神奈川総合高等学校（神奈川市）、平
塚市大住中学校、大和市光丘中学校、横浜市上飯田中学校
【山梨県】 山梨県ＰＴＡ協議会（甲府市）、山梨市笛川中学校
山梨市笛川中学校、上野原中学校、北社市明野中学校
北社市明野中学校ボランティア
山梨市笛川中学校
北社市明野中学校
委員会、笛吹市社会福祉協議会、県立富士北稜高等学校（富士吉田市）、都留市第二中学校、県立上野原高
都留市第二中学校、県立上野原高
等学校、笛吹市サマーボランティアスクール、南アルプス市甲西中学校、県立上野原高等学校文化創造館、
等学校
甲州市塩山中学校、県立山梨園芸高等学校（笛吹市）、北杜市明野中学校、北杜市小淵沢中学校、笛吹市石和
南小学校、笛吹市立石和中学校、上野原西中学校、県立吉田高等学校、
【長野県】 伊那小学校、中野市高杜中学校、須坂市東中学校、村立宮田中学校、安曇野市三郷中学校、松本
市鎌田中学校、松本市旭町中学校、県立阿智高等学校、南アルプス市甲西中学校、県立飯田風越高等学校、
山ノ内町中央公民館、県立軽井沢高等学校、県立上田染丘高等学校、飯田市上郷小学校、下伊那教育会学校
保健員会(下伊那教育会館講堂）、長野県高等学校福祉部会南信支部生徒交流会(岡谷東高等学校)、
【新潟県】 豊栄家庭共育セミナー、下田家庭共育セミナー、十日町市
十日町市下条中学校
十日町市下条中学校、下田青少年友愛の集い、
下条中学校
上越市東本町小学校、新潟市木崎中学校、十日町下条中学校、県立八海高等学校（南魚沼市）
県立八海高等学校（南魚沼市）、見附中学校、
県立八海高等学校（南魚沼市）
上越市城東中学校、黒崎青年会議所(黒崎中学校)、上越市潮陵中学校、十日町市水沢中学校、県立新潟向陽
県立新潟向陽
高等学校（新潟市）、県立正徳館高等学校（新潟市）、柏崎市鏡が沖中学校、県立小出高等学校、
県立小出高等学校、県立新発田
高等学校（新潟市）
県立小出高等学校、
高等学校豊浦分校、村上第一中学校、村上東中学校、県立村上高等学校、
【富山県】 富山国際大学付属高等学校、富山国際大学高等学校ＰＴＡ役員研修会、富山市月岡中学校、
富山国際大学付属高等学校
【石川県】 金沢市森本中学校、小松市中海中学校、県立加賀高等学校、白山市鳥越中学校育英会、珠洲市
珠洲市宝
珠洲市宝
立中学校、珠洲市宝立小学校、
立中学校、珠洲市宝立小学校、珠洲市緑丘中学校、
宝立小学校、
【福井県】 越前市武生第一中学校、おおい町大飯中学校、
、仁愛女子学園(福井市)、
【岐阜県】 ともしび会友愛キャンプ（郡上市）、岐阜週末体験推進協議会（大垣市）、安八町牧小学校、養老町
養北小学校、安八町名森小学校
安八町名森小学校＆PTA、大垣市教育委員会社会教育スポーツ課、県立飛騨神岡高等学校、羽
安八町名森小学校
島市中央小学校、北方中学校、可児郡ＰＴＡ研修会（可児市）、白川北小学校、高山市荘川中学校、
【静岡県】 熱海市多賀中学校、浜松市龍山中学校、
、掛川市栄川中学校
川中学校、森町旭が丘中学校親子学級、県立静
熱海市多賀中学校、
掛川市栄川中学校
岡城北高等学校、裾野市東中学校、県立榛原高等学校（牧之原市）、掛川市桜が丘中学校、静岡市安倍川中学
校、小山高等学校、富士市立吉原商業高等学校、静岡市中島中学校、富士宮市芝川中学校、浜松市庄内中学
校、富士宮市上野中学校、浜松
浜松海の星高等学校、
浜松海の星高等学校、森町森中学校、
海の星高等学校、
【愛知県】 岩倉南小学校、
、豊明中学校、瀬戸市水無瀬中学校、南知多町日間賀中学校、刈谷市垣江東小学
校、尾張旭市豊栄小学校
尾張旭市豊栄小学校、名古屋市山田中学校、
名古屋市北陵中学校、県立宝陵高等
尾張旭市豊栄小学校 名古屋市山田中学校、名古屋市黄金中学校、名古屋市北陵中学校
名古屋市山田中学校、
名古屋市北陵中学校
学校ボランティア部（豊川市）、名古屋市千鳥丘中学校
名古屋市千鳥丘中学校、田原青年会議所、岡崎市岩津中学校、春日井市鷹来
名古屋市千鳥丘中学校
中学校、碧南市新川中学校、名古屋市大江中学校、県立誉高等学校（小牧市）、名古屋市高杉中学校、豊川市
御津中学校、一宮市西成東部中学校、常滑鬼崎中学校、一宮市教友会、県立鶴城丘高等学校（西尾市）、県立
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刈谷高等学校、県立千種高等学校(名古屋市)、半田市亀崎中学校、
【三重県】 志摩市磯部小学校、四日市市港中学校、志摩市的矢中学校、伊勢市沼木中学校、志摩市浜島中学
校、津市一身田中学校国児分校、いなべ市藤原中学校、
いなべ市藤原中学校、熊野市木本中学校、
いなべ市藤原中学校、
湖南
【滋賀県】 米原市河南中学校、米原市柏原中学校、米原市伊吹山中学校、滋賀学園中学校（東近江市）、湖南
市甲西北中学校、甲賀市土山中学校、県立長浜北高等学校
県立長浜北高等学校(
市甲西北中学校、
県立長浜北高等学校(長浜市)
長浜市)、近江高等学校(彦根市)、
【京都府】 木津川市山城中学校、京都成安中学校、木津川市木津第二中学校、京都御池中学校、維孝館中学
維孝館中学
校（宇治田原町）、
京田
（宇治田原町）、京都市烏丸中学校、宇治市西小倉中学校、京都市弥栄中学校、京丹後市大宮中学校、京田
辺市培良中学校、府立城陽高等学校(城陽市)、
辺市培良中学校、
【大阪府】 大阪女学院大学、高槻市第八中学校、高槻市第六中学校、高槻
高槻市
高槻市第七中学校、豊中市第十四中学
第七中学校
校、豊中市第三中学校、高槻市阿武山中学校、市立高芸高等学校（阿倍野区）、府立住吉高等学校（阿倍野
区）、西宮市学文中学校、東大阪市若江中学校、市立第二工芸高等学校、大阪市
大阪市島本町第一中学校、
大阪市島本町第一中学校、大阪市中
島本町第一中学校、
島中学校、太成学院大学中学校（大東市）、吹田市青山台中学校、東大阪市俊徳中学校、府立旭高等学校（旭
区）、
【兵庫県】 尼崎市武庫南小学校、尼崎市大庄小学校、武庫之庄幼稚園＆ＰＴＡ、武庫之荘中学校、兵庫県学校
厚生会津名支部青年部、丹波市青垣中学校、神戸市櫨谷中学校
神戸市櫨谷中学校、篠山中学校、武庫東中学校、神戸市竜が台
神戸市櫨谷中学校
中学校、朝来中学校、
朝来中学校、尼崎市塚口中学校、賢明女子学院中学校（姫路市）、西宮市学文中学校、篠山市今田中
朝来中学校、
学校、宍粟市山崎東中学校、篠山東中学校、養父市大屋中学校、県立明石清水高等学校、
県立明石清水高等学校、尼崎市立花中学
県立明石清水高等学校、
校、神戸市舞子中学校、園田学園高等学校（尼崎市）、尼崎市若草中学校、姫路市花田小学校＆ＰＴＡ、西宮市
甲武中学校、神戸市高倉中学校、姫路市広畑中学校、
【奈良県】 奈良市伏見中学校、奈良市月ヶ瀬中学校、葛城市新庄中学校、奈良市二名中学校、王寺町王寺南
中学校、橿原市大成中学校教員研修会、奈良市富雄中学校、曽爾中学校、
奈良市富雄中学校、曽爾中学校、宇陀市室生中学校、河合
河合第二
奈良市富雄中学校、曽爾中学校、
河合第二中学
第二中学
校、生駒市上中学校、
生駒市上中学校、橿原市大成中学校、京田辺市倍良中学校、
京田辺市倍良中学校、橿原市白橿中学校、橿原市畝傍北
橿原市畝傍北小
生駒市上中学校、
京田辺市倍良中学校、
橿原市畝傍北小学校、
奈良市平城中学校、奈良市室生中学校、宇陀市室生中学校、
【和歌山県】 古座町西向中学校、串本西中学校、串本中学校、
串本中学校、串本町
串本中学校、串本町潮岬中学校
串本町潮岬中学校、田辺市龍神中学校、周参見
潮岬中学校
中学校、すさみ町見老津小学校、御坊市河南中学校、那智勝浦市色川中学校、日高川町美山中学校、すさみ
町江住中学校、串本町潮岬小学校、県立有田中央高等学校清水分校(有田川町)、
【鳥取県】 県立倉吉北高等学校、
【島根県】 奥出雲町横田中学校、浜田市弥栄中学校、松江市玉湯中学校、出雲市佐香小学校、大田市池田中
学校、県インターアクト指導者講習会（出雲市）、
県インターアクト指導者講習会（出雲市）、県立出雲西高等学校、県立松江西高等学校、浜田市第一中学
県インターアクト指導者講習会（出雲市）、
校、松江市宍道小学校、出雲市多岐中学校、浜田市第二中学校、
【岡山県】 築港小学校学童保育ペンギンクラブ（玉野市）、芳泉すこやかに子どもを育てる会（芳泉高校）、岡山
築港小学校学童保育ペンギンクラブ（玉野市）
市芳泉中学校、倉敷南中学校、総社市昭和中学校、倉敷市東陽中学校、岡山市京山中学校＆ＰＴＡ、県立玉野
高等学校、津山市鶴山中学校、岡山市福田中学校、
岡山市福田中学校、市立片山高等学校（備前市）、美咲町中央中学校、玉野市
岡山市福田中学校、
田井老人クラブ連合会、姫路市花田中学校、赤磐市磐梨中学校、倉吉北高等学校、高梁市川上中学校、
【広島県】 庄原市東城中学校、三原市幸崎中学校、竹原市賀茂川中学校、広島市阿戸中学校、広島市仁保中
学校、坂町横浜小学校ＰＴＡ、広島市瀬野川東中学校、広島市楠那中学校、広島市白保小学校、広島市落合中
学校、三原市宮浦中学校、広島市立乙斐上中学校、県立福山高等学校、
【山口県】 フロンティア大学付属香川高等学校（宇部市）、萩光塩学院中学校、平生中学校、萩市明木中学校、
宇部市厚東中学校、県立長府高等学校
県立長府高等学校、光市大和中学校、周東市桜田中学校、萩市越ヶ浜中学校、萩市副栄
県立長府高等学校
中学校、県立下関中等教育学校、
、阿南
【徳島県】 村立佐那河内中学校、上板町教育委員会 「子ども教室」、吉野川市鴨島中学校、阿南中学校、
市福井中学校、阿南市羽ノ浦中学校、勝浦中学校、阿南市椿町中学校、徳島市入田中学校、
【香川県】 高松市家庭共育セミナー、さぬき市家庭共育セミナー、小豆島町池田中学校ボランティア部、坂出
市瀬居中学校、県立志度高等学校、善通寺東中学校、
【愛媛県】 西予市明浜中学校、宇和島市城東中学校、西条市河北中学校、伊予土居ライオンズクラブ（県立土
居高等学校）、鬼北町広見中学校、松山市津田中学校、松山市湯山中学校、県立内子高等学校(内子町)、
【高知県】 中土佐町上ノ加江中学校、県立高知西高等学校＆ＰＴＡ、いの町神谷中学校＆PTA，四万十市東中
筋中学校＆ＰＴＡ+小学生、佐川町黒岩中学校、須崎市上分中学校、土佐清水市下ノ加江中学校、黒潮町佐賀
中学校、四万十市中筋中学校、いの町吾北中学校、県立高知西高等学校、県立高知丸の内高等学校、
【福岡県】 ＳＹＤ福岡県連合会 (南蔵院)、福岡市長丘中学校
福岡市長丘中学校、工藤ふれあい義塾（田川市）
福岡市長丘中学校 工藤ふれあい義塾（田川市）、飯塚市幸袋中学
工藤ふれあい義塾（田川市）
校、飯塚日新館中学校、福岡市賀茂小学校、北九州市敬愛中学校、北九州市篠崎中学校＆ＰＴＡ、北九州市光
沢寺学童保育クラブ、ＳＹＤ福岡＋(玄海青年の家)、北九州市大里南市民センター、北九州市板櫃中学校、北
北
九州市本城校区まちづくり協議会、北九州市星ヶ丘小学校ＰＴＡ、矢部羽小中学校ＰＴＡ連合会、香蘭女子短期
九州市本城校区まちづくり協議会
大学、福岡市横手中学校、福岡市宮竹中学校、北九州市飛幡中学校、
北九州市飛幡中学校、太宰府東中学校、裏千家淡交会福岡支
裏千家淡交会福岡支
北九州市飛幡中学校、
部、春日西中学校
春日西中学校、福岡市三宅中学校、北九州市今町小学校、江川小学校、河内小学校､仲間南中学校、福津
春日西中学校
市福間中学校、筑前町三輪中学校、福岡海星女子学院高等学校、柳川市蒲池中学校、
【佐賀県】 江北町江北中学校、佐賀学園高等学校(佐賀市)、県立白石高等学校（白石町）、佐賀学園成穎中学
校、
【長崎県】 長崎市伊王島小中学校＆ＰＴＡ、長崎市滑石中学校、五島市翁頭中学校、平戸市南部中学校、新上
新上
五島町若松中学校
五島町若松中学校、
若松中学校、佐世保市三川内中学校、対馬市大船越中学校、長与町高田中学校、長与町高田中学校Ｐ
ＴＡ、五島市久賀小学校、久賀中学校、五島市玉之浦中学校、長崎東中学校、五島市福江中学校
五島市福江中学校、精道三川台
五島市福江中学校 精道三川台
中学校（長崎市）
新上五島
学校（長崎市）、
（長崎市）、対馬市佐須中学校、対馬市巌原中学校、新上五
新上五島町魚目中学校、新上五島町有川中学校、
町魚目中学校、
新上五島町北魚目中学校、東彼杵町千綿中学校、雲仙市国見中学校、平戸市度島中学校、平戸市度島小学
校、佐世保市立吉井中学校、佐世保市光海中学校、佐世保市宇久中学校、
佐世保市宇久中学校、彼杵郡中学校生徒会(川棚町中央
佐世保市宇久中学校、
公民館)、新上五島奈良尾中学校、
【熊本県】 山都町清和中学校、菊池市泗水中学校、南阿蘇村立白水中学校、あさぎり町上中学校、多良木中学
校、山都町矢部中学校
山都町矢部中学校、熊本市三和中学校
山都町矢部中学校 熊本市三和中学校、熊本市白川中学校、熊本市龍田中学校、菊池南中学校、御船中
熊本市三和中学校
学校＆ＰＴＡ，
【大分県】 佐伯市直川中学校、
【宮崎県】 宮崎市宮崎東中学校、県立都農高等学校（都農町）、宮崎県高等学校文化連盟国際ボランティア専
門部会(都城泉ヶ丘高等学校)、日章学園九州国際高等学校（えびの市）、都城市高崎中学校、都城市志和地中
学校、小林市野尻中学校
小林市野尻中学校、小林市野尻小学校、県立小林西高等学校
県立小林西高等学校、
小林市野尻中学校
県立小林西高等学校、小林市永久津小中学校家庭教育学級、
小林市三松中学校、三松中学校家庭教育学級、
【鹿児島県】 鹿児島リーダー研修会（鹿児島市）、霧島市教育委員会隼人出張所（中福良小学校）、喜界第二中
喜界第二中
学校、大隈町根占中学校、屋久島町小瀬田中学校、川内南中学校、薩摩川内市亀山小学校ＰＴＡ、志布志市出
学校
水中学校、鹿児島市花野小学校、市来農芸高等学校、鹿児島市花野校区公民館、徳之島町亀津中学校
徳之島町亀津中学校、指宿
徳之島町亀津中学校
市開聞中学校、喜界町早町中学校、肝付町川上中学校、徳之島井之川中学校、奄美市小宿中学校、霧島市隼
霧島市隼
人中学校、市立指宿商業高等学校、鹿児島市錫山中学校、
人中学校
【沖縄県】 神森中学校、高江洲小学校、西原東中学校
西原東中学校＆ＰＴＡ、宜野湾中学校、
宜野湾中学校、高江洲中学校、北谷小学校
北谷小学校、
西原東中学校
宜野湾中学校、
北谷小学校
沢岻幼稚園家庭教育学級、豊見城南＆糸満高等学校生徒会、はごろも学習センター若葉
はごろも学習センター若葉、嘉数中学校
はごろも学習センター若葉 嘉数中学校、長嶺
嘉数中学校
中学校、沢岻小学校、沖縄キリスト教短期大学、
沖縄キリスト教短期大学、浦添市適応指導教室いまぁじ、宇栄原小学校ＰＴＡ、伊江小学
伊江小学
沖縄キリスト教短期大学、
校、伊江西小学校、伊江中学校
伊江中学校、本部高等学校、与那原小学校、宮里小学校
宮里小学校、恩納中学校、安富祖中学校、美
美
伊江中学校
宮里小学校
東中学校、バンビ保育園、
、古堅小学校、北部工業高等学校、中城中学校、大山小学校、宮里中学校、志真志小
志真志小
東中学校
学校、読谷中学校、嘉手納中学校、嘉数幼稚園、バンビ保育園保育士＆父母、真志喜中学校、知念小学校、泡
学校、
瀬小学校、久辺中学校、児童養護施設
児童養護施設島添の丘、泊小学校、浦添商業高等学校、読谷村役場職員互助会「む
島添の丘
つみ会」、森川養護学校、屋良波小学校、大宜味小学校･大宜味中学校・塩屋小学校、漢那小学校ＰＴＡ、仲井
真中学校ＰＴＡ(国場公民館)、与勝高等学校
与勝高等学校、豊見城中学校、
普天間高等学校、古
与勝高等学校 豊見城中学校、南風原小学校、北丘小学校、普天間高等学校、
豊見城中学校、
普天間高等学校、
蔵中学校、西原高等学校
西原高等学校、南部徳州会病院、小禄南小学校
小禄南小学校、屋我地中学校、東江小学校、沖縄水産高等学校、
西原高等学校
小禄南小学校
田場小学校、内間小学校、具志川東中学校、兼原小学校、北美小学校、長田小学校、北山高等学校、天願小学
校、石田中学校、コザ高等学校、普天間中学校
普天間中学校、仲井真中学校、石垣市平真小学校、石垣市大浜中学校、伊良
石垣市大浜中学校、伊良
普天間中学校
波中学校、南星中学校、大謝名幼稚園、兼城中学校、東風平中学校、山内中学校、石垣市白保中学校
山内中学校、石垣市白保中学校、南風原
波中学校、
山内中学校、石垣市白保中学校 南風原
中学校、久米島中学校、久米島西中学校、与那国町比川小学校、与那国中学校、
与那国中学校、読谷高等学校
中学校、
与那国中学校、読谷高等学校、竹富町大原
読谷高等学校
中学校、鳩間小中学校、宜野座高等学校、
宜野座高等学校、石垣市川原小学校、石垣市富野小中学校、久高中学校、宜野湾小
宜野座高等学校、
学校、中部農林高等学校、沖縄東中学校
沖縄東中学校、具志川高等学校、
沖縄東中学校 具志川高等学校、与那国町久部良中学校、竹富中学校、宮古島市
具志川高等学校、
西城中学校・西城小学校、宮古島市下地中学校、宮古島市久松中学校、久松小学校、久米島町球美中学校、比
屋定小学校･幼稚園、大岳小学校、久米島西中学校、久米島高等学校、沖縄カトリック中学校、恩納村山田小中
学校、糸満中学校、あげな中学校、宜野湾市長田小学校、

