
2019 年 5 月 24 日 

各 位 

株式会社 りそなホールディングス 

株式会社 り そ な 銀 行 

株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行 

株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ 

株式会社 関 西 み ら い 銀 行 

株式会社 み な と 銀 行 

子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」ならびに 

「みらいキッズマネーアカデミー2019」の開催について 

りそなグループのりそな銀行（社長 東和浩）、埼玉りそな銀行（社長 池田一義）、関西みらい

フィナンシャルグループ傘下の関西みらい銀行（社長 菅哲哉）、みなと銀行（頭取 服部博明）は、

夏休み企画として 7 月 20 日（土）より、子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミ

ー2019」と「みらいキッズマネーアカデミー2019」を全国 215 ヶ所（計 219 回）で開催します。

 卒業生は 37,000 人！国内最大規模の“子ども向け金融経済教育プログラム”

次世代を担う子どもたちを地域社会と共に育むことを目的に、本プログラムは 2005 年にスター
トしました。年々規模を拡大し、これまでの 14 年間で約 37,000 人の子どもたちが参加しまし
た。また、今年は「みらいキッズマネーアカデミー」を 30 会場に増やして開催いたします。

 次世代育成のためのオリジナルプログラム

本アカデミーでは、金融や経済の知識を楽しみながら学べるオリジナルプログラムのほか、一

部の会場では「食」「ものづくり」「防犯」などをテーマにした各地域の企業や自治体とのコラ

ボ企画も提供いたします。

（昨年の開催の様子） 

【開催概要】 

対 象 小学校 1～6 年生 

内 容 金融や経済の知識を身につけるためのプログラム 

開 催 期 間  2019 年 7 月 20 日（土）～ 8 月 26 日（月） 

開 催 会 場  
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の本支店など  

全国 215 ヶ所（計 219 回）※詳細は、別紙ご参照 

募 集 人 数  約 4,000 人 

募 集 期 間  2019 年 6 月 3 日（月）～6 月 16 日（日） 

なお、応募方法等の詳細はホームページ（https://www.resona-gr.co.jp/academy/）をご覧ください。 

以 上 
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都道府県 市区 開催会場 注釈 開催日 時間 対象学年

北海道 札幌市中央区 りそな銀行 札幌支店 8/1(木) 13:00～16:30 5,6年生 28 名

宮城県 仙台市青葉区 りそな銀行 仙台支店 ※1 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 18 名

栃木県 宇都宮市 りそな銀行 宇都宮支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 30 名

群馬県 前橋市 りそな銀行 前橋支店 8/8(木) 13:00～16:00 1,2,3年生 15 名

さいたま市北区 埼玉りそな銀行 日進支店 8/2(金) 9:30～11:00 3,4年生 10 名

さいたま市大宮区 埼玉りそな銀行 大宮支店 ※2 7/24(水) 9:00～12:30 3,4年生 40 名

さいたま市大宮区 造幣さいたま博物館 ※3 7/26(金) 13:00～16:00 5,6年生 親子 16 組

さいたま市大宮区 埼玉りそな銀行 大宮西支店 ※4 8/2(金) 13:00～17:00 3,4年生 20 名

さいたま市中央区 クラリオン㈱ ※5 8/5(月) 13:00～15:30 5,6年生 親子 15 組

さいたま市浦和区 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 ※6 7/26(金) 9:30～12:00 4,5,6年生 25 名

さいたま市浦和区 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 ※7 7/26(金) 13:00～15:30 4,5,6年生 25 名

さいたま市浦和区 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 8/26(月) 13:00～17:00 5,6年生 80 名

さいたま市緑区 埼玉りそな銀行 浦和美園出張所 ※8 8/2(金) 10:15～12:00 5,6年生 15 名

さいたま市緑区 埼玉りそな銀行 東浦和支店 8/9(金) 10:00～11:30 5,6年生 20 名

さいたま市岩槻区 埼玉りそな銀行 岩槻支店 8/7(水) 13:00～16:30 1,2年生 18 名

川越市 埼玉りそな銀行 川越支店 7/23(火) 9:30～12:00 5,6年生 30 名

川越市 武州ガス本社 （b kitchen） ※9 8/20(火) 10:00～13:00 5,6年生 親子 16 組

熊谷市 埼玉りそな銀行 熊谷支店 8/22(木) 13:00～16:00 1,2年生 24 名

川口市 埼玉りそな銀行 東川口支店 ※10 8/2(金) 9:00～12:00 3,4年生 18 名

行田市 埼玉りそな銀行 行田支店 8/7(水) 13:00～16:00 3,4年生 20 名

秩父市 埼玉りそな銀行 秩父支店 ※11 8/2(金) 9:30～12:00 1,2,3年生 20 名

所沢市 埼玉りそな銀行 所沢東口支店 8/2(金) 17:30～19:00 4,5,6年生 15 名

所沢市 埼玉りそな銀行 所沢支店 8/21(水) 14:00～16:00 4,5,6年生 20 名

飯能市 西武ガス㈱ 飯能市役所 ※12 8/5(月) 10:00～15:00 3,4年生 親子 16 組

加須市 埼玉りそな銀行 加須支店 8/8(木) 13:00～17:30 4,5,6年生 15 名

本庄市 埼玉りそな銀行 本庄支店 7/24(水) 9:00～12:00 3,4年生 15 名

東松山市 埼玉りそな銀行 東松山支店 8/2(金) 10:00～11:30 1,2,3年生 15 名

春日部市 埼玉りそな銀行 春日部支店 ※13 7/26(金) 13:00～17:00 4,5,6年生 30 名

狭山市 埼玉りそな銀行 狭山支店 8/6(火) 9:30～12:30 4,5,6年生 20 名

鴻巣市 埼玉りそな銀行 吹上支店 7/30(火) 9:30～12:00 4,5,6年生 20 名

深谷市 埼玉りそな銀行 深谷支店 8/6(火) 13:30～16:30 5,6年生 25 名

上尾市 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 ※14 8/1(木) 13:00～15:30 1,2,3年生 20 名

草加市 埼玉りそな銀行 草加支店 ※15 8/21(水) 13:00～15:30 5,6年生 40 名

越谷市 埼玉県立大学 ※16 8/1(木) 10:00～12:30 3,4年生 20 名

越谷市 埼玉りそな銀行 越谷レイクタウン出張所 8/22(木) 9:30～11:30 3,4年生 10 名

戸田市 ㈱愛工舎製作所 ※17 8/2(金) 9:30～12:30 3,4年生 25 名

戸田市 埼玉りそな銀行 戸田支店 8/2(金) 9:30～11:30 1,2年生 10 名

入間市 埼玉りそな銀行 入間支店 7/26(金) 10:00～12:00 4,5,6年生 20 名

和光市 埼玉りそな銀行 和光支店 ※18 8/7(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 50 名

桶川市 埼玉りそな銀行 桶川支店 ※19 8/1(木) 9:30～12:00 4,5,6年生 30 名

久喜市 埼玉りそな銀行 久喜支店 7/24(水) 13:00～16:00 3,4年生 30 名

久喜市 埼玉りそな銀行 栗橋支店 8/7(水) 13:00～16:00 3,4年生 15 名

富士見市 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 ※20 8/2(金) 10:00～12:00 4,5,6年生 30 名

富士見市 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 ※21 8/2(金) 13:00～15:00 4,5,6年生 30 名

募集人数

埼玉県
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都道府県 市区 開催会場 注釈 開催日 時間 対象学年

三郷市 埼玉りそな銀行 三郷支店 7/24(水) 9:30～12:30 3,4年生 10 名

蓮田市 埼玉りそな銀行 蓮田支店 8/6(火) 13:30～15:00 1,2年生 10 名

坂戸市 埼玉りそな銀行 坂戸支店 ※22 7/30(火) 13:30～16:00 5,6年生 20 名

幸手市 埼玉りそな銀行 幸手支店 ※23 8/2(金) 10:00～12:00 5,6年生 15 名

鶴ヶ島市 埼玉りそな銀行 鶴ヶ島支店 8/2(金) 13:00～15:00 4,5,6年生 15 名

日高市 埼玉りそな銀行 日高支店 ※24 8/7(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

ふじみ野市 埼玉りそな銀行 上福岡支店 8/2(金) 9:00～11:00 1,2年生 20 名

白岡市 埼玉りそな銀行 白岡支店 ※25 8/8(木) 13:00～15:30 3,4年生 20 名

入間郡 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 8/8(木) 10:00～12:30 4,5,6年生 15 名

比企郡 埼玉りそな銀行 小川支店 8/8(木) 13:00～15:00 1,2年生 親子 10 組

大里郡 埼玉りそな銀行 寄居支店 8/7(水) 13:00～14:30 4,5,6年生 10 名

北葛飾郡 埼玉りそな銀行 杉戸支店 7/23(火) 10:00～12:00 3,4年生 20 名

千葉市中央区 りそな銀行 千葉支店 7/23(火) 13:00～15:00 4,5,6年生 20 名

市川市 りそな銀行 市川支店 7/23(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

習志野市 りそな銀行 津田沼支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

柏市 りそな銀行 柏支店 8/2(金) 13:00～15:30 4,5,6年生 20 名

千代田区 りそな銀行 市ヶ谷支店 7/26(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 30 名

千代田区 りそな銀行 秋葉原支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 24 名

千代田区 りそな銀行 九段支店 8/6(火) 13:30～16:00 4,5,6年生 15 名

千代田区 りそな銀行 神田支店 8/6(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

中央区 りそな銀行 室町支店 7/30(火) 13:00～16:00 3,4年生 25 名

中央区 りそな銀行 東京中央支店 8/2(金) 13:00～16:00 3,4年生 25 名

港区 りそな銀行 赤坂支店 7/26(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

港区 りそな銀行 新橋支店 8/8(木) 13:00～16:00 1,2,3年生 30 名

新宿区 りそな銀行 新宿支店 ※26 7/22(月) 13:00～16:00 5,6年生 24 名

新宿区 りそな銀行 新都心営業部 ※27 8/7(水) 13:00～16:30 4,5,6年生 25 名

新宿区 東京理科大学 数学体験資料館 ※28 8/7(水) 10:30～12:30 3,4年生 18 名

新宿区 りそな銀行 早稲田支店 ※29 8/23(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

文京区 りそな銀行 本郷支店 8/6(火) 13:00～15:00 1,2,3年生 20 名

台東区 りそな銀行 浅草支店 7/27(土) 13:00～16:00 1,2,3年生 25 名

台東区 りそな銀行 上野支店 8/6(火) 13:00～16:00 1,2年生 18 名

江東区 りそな銀行 亀戸支店 8/2(金) 13:30～16:30 4,5,6年生 15 名

江東区 りそな銀行 豊洲支店 8/2(金) 13:30～16:30 1,2,3年生 20 名

品川区 りそな銀行 五反田支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

品川区 りそな銀行 目黒駅前支店 ※30 8/2(金) 13:00～17:00 4,5,6年生 16 名

目黒区 りそな銀行 学芸大学駅前支店 8/7(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

大田区 りそな銀行 大森支店 7/24(水) 13:00～15:30 4,5,6年生 20 名

大田区 日本工学院 りそな銀行蒲田支店 ※31 8/3(土) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

世田谷区 りそな銀行 等々力支店 7/30(火) 13:00～16:00 1,2,3年生 15 名

渋谷区 りそな銀行 渋谷支店 8/2(金) 13:30～16:30 4,5,6年生 20 名

中野区 りそな銀行 中野支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

豊島区 りそな銀行 池袋支店 8/8(木) 13:00～16:00 3,4年生 25 名

北区 りそな銀行 王子支店 7/26(金) 13:00～16:30 1,2年生 12 名

募集人数

埼玉県

千葉県

東京都
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都道府県 市区 開催会場 注釈 開催日 時間 対象学年

板橋区 りそな銀行 常盤台支店 8/1(木) 9:30～12:00 4,5,6年生 20 名

板橋区 りそな銀行 成増支店 ※32 8/2(金) 10:00～12:30 1,2,3年生 18 名

板橋区 りそな銀行 成増支店 ※33 8/2(金) 14:00～16:30 1,2,3年生 18 名

練馬区 りそな銀行 練馬支店 8/6(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 24 名

足立区 りそな銀行 西新井支店 ※34 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

足立区 竹ノ塚地域学習ｾﾝﾀｰ りそな銀行竹ノ塚支店 8/1(木) 13:30～16:30 4,5,6年生 18 名

葛飾区 りそな銀行 青戸支店 ※35 8/8(木) 13:30～16:30 3,4年生 24 名

江戸川区 りそな銀行 西葛西支店 7/26(金) 13:30～15:30 4,5,6年生 12 名

八王子市 りそな銀行 八王子支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

立川市 りそな銀行 立川支店 7/24(水) 13:00～17:00 4,5,6年生 24 名

武蔵野市 りそな銀行 吉祥寺支店 7/20(土) 9:00～12:30 4,5,6年生 25 名

青梅市 りそな銀行 東青梅支店 8/2(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 親子 10 組

府中市 りそな銀行 東府中支店 8/7(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

調布市 りそな銀行 調布支店 7/30(火) 13:30～15:30 1,2,3年生 20 名

町田市 りそな銀行 町田中央支店 8/1(木) 13:30～16:30 4,5,6年生 15 名

小平市 りそな銀行 小平支店 8/6(火) 9:30～12:30 4,5,6年生 24 名

東村山市 りそな銀行 久米川支店 7/26(金) 9:30～12:30 4,5,6年生 15 名

福生市 武陽ガス㈱ りそな銀行福生支店 ※36 8/23(金) 10:00～14:30 4,5,6年生 10 名

清瀬市 りそな銀行 清瀬支店 ※37 7/26(金) 13:00～16:30 1,2,3年生 30 名

武蔵村山市 りそな銀行 村山支店 ※38 7/24(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

あきる野市 りそな銀行 あきる野支店 ※39 8/1(木) 13:00～15:30 4,5,6年生 親子 10 組

横浜市中区 りそな銀行 横浜支店 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 25 名

横浜市南区 りそな銀行 弘明寺支店 8/2(金) 13:00～15:30 1,2,3年生 20 名

横浜市港北区 りそな銀行 綱島支店 ※40 8/2(金) 9:30～12:30 3,4年生 25 名

横浜市戸塚区 りそな銀行 戸塚支店 7/24(水) 13:00～15:30 4,5,6年生 16 名

横浜市青葉区 りそな銀行 たまプラーザ支店 7/30(火) 13:00～16:30 1,2,3年生 20 名

川崎市幸区 りそな銀行 新川崎支店 8/8(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

川崎市麻生区 りそな銀行 新百合ヶ丘支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

相模原市緑区 りそな銀行 橋本支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

横須賀市 りそな銀行 横須賀支店 ※41 8/1(木) 13:00～15:30 1,2,3年生 20 名

藤沢市 りそな銀行 藤沢支店 ※42 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

小田原市 りそな銀行 小田原支店 ※43 8/3(土) 9:00～13:00 その他 24 名

大和市 りそな銀行 鶴間支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 親子 15 組

伊勢原市 りそな銀行 伊勢原支店 8/5(月) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

海老名市 りそな銀行 海老名支店 ※44 7/23(火) 13:00～16:00 1,2,3年生 25 名

新潟県 長岡市 りそな銀行 長岡支店 7/30(火) 13:30～16:00 1,2,3年生 15 名

山梨県 甲府市 りそな銀行 甲府支店 8/2(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

長野県 松本市 りそな銀行 松本支店 8/2(金) 9:30～12:30 1,2,3年生 15 名

静岡県 浜松市中区 りそな銀行 浜松支店 8/7(水) 13:00～16:00 3,4年生 25 名

愛知県 名古屋市中村区 りそな銀行 名古屋駅前支店 8/1(木) 13:00～16:30 4,5,6年生 36 名

三重県 津市 りそな銀行 津支店 8/7(水) 9:30～12:00 1,2,3年生 10 名

滋賀県 滋賀県米原市 ローザンベリー多和田 ※45 7/29(月) 12:00～16:00 1,2,3,4,5,6年生 親子 20 組

京都府 京都市中京区 りそな銀行 京都支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

神奈川県

募集人数

東京都
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都道府県 市区 開催会場 注釈 開催日 時間 対象学年

大阪府 大阪市福島区 りそな銀行 野田支店 8/2(金) 13:30～15:30 4,5,6年生 10 名

大阪市福島区 関西みらい銀行 野田支店 8/7(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 15 名

大阪市西区 りそな銀行 大阪西区支店 8/2(金) 13:30～16:30 1,2,3年生 20 名

大阪市浪速区 りそな銀行 桜川支店 8/1(木) 13:00～15:00 1,2,3,4,5,6年生 10 名

大阪市西淀川区 りそな銀行 歌島橋支店 8/7(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

大阪市東淀川区 関西みらい銀行 井高野支店 8/8(木) 13:00～16:00 1,2,3年生 10 名

大阪市東成区 関西みらい銀行 今里支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

大阪市東成区 関西みらい銀行 鶴橋支店 8/6(火) 13:00～16:00 1,2,3年生 10 名

大阪市城東区 りそな銀行 野江支店 8/6(火) 9:30～12:30 4,5,6年生 10 名

大阪市阿倍野区 セブンデイズプラザ あべのば ※46 7/25(木) 13:00～15:30 4,5,6年生 20 名

大阪市住吉区 りそな銀行 我孫子支店 8/2(金) 13:00～16:30 1,2,3年生 20 名

大阪市住吉区 関西みらい銀行 住吉支店 ※47 8/2(金) 13:00～15:30 4,5,6年生 20 名

大阪市住吉区 関西みらい銀行 住吉中央支店 8/8(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

大阪市東住吉区 関西みらい銀行 北田辺支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

大阪市淀川区 りそな銀行 三国支店 8/6(火) 9:30～12:30 4,5,6年生 10 名

大阪市住之江区 大阪府咲洲庁舎 ※48 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

大阪市平野区 関西みらい銀行 長吉支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 12 名

大阪市平野区 りそな銀行 平野支店 8/7(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

大阪市北区 りそな銀行 南森町支店 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

大阪市北区 りそな銀行 梅田支店 8/8(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

大阪市中央区 りそなグループ 大阪本社 ※49 7/26(金) 9:00～13:00 4,5,6年生 80 名

大阪市中央区 りそな銀行 玉造支店 8/2(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 24 名

大阪市中央区 りそな銀行 船場支店 8/7(水) 12:00～15:00 4,5,6年生 30 名

大阪市中央区 関西みらい銀行 堺筋営業部 8/14(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 16 名

堺市堺区 りそな銀行 堺東支店 8/5(月) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

堺市堺区 りそな銀行 堺支店 8/6(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

堺市南区 りそな銀行 泉北支店 8/8(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

堺市美原区 関西みらい銀行 美原支店 8/6(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

岸和田市 りそな銀行 久米田支店 8/1(木) 13:00～16:30 1,2,3,4,5,6年生 20 名

豊中市 関西みらい銀行 豊中駅前支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

豊中市 りそな銀行 千里中央支店 7/26(金) 9:00～12:00 4,5,6年生 15 名

高槻市 りそな銀行 高槻支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

高槻市 関西みらい銀行 高槻支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

高槻市 関西みらい銀行 高槻中央出張所 8/8(木) 13:00～15:30 4,5,6年生 10 名

枚方市 りそな銀行 枚方支店 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

枚方市 関西みらい銀行 枚方中央支店 8/8(木) 13:00～16:00 1,2,3年生 15 名

八尾市 りそな銀行 八尾支店 ※50 8/7(水) 13:00～16:30 4,5,6年生 20 名

泉佐野市 関西みらい銀行 佐野支店 8/7(水) 13:00～15:30 1,2,3年生 10 名

富田林市 りそな銀行 富田林支店 8/2(金) 13:30～16:00 4,5,6年生 20 名

寝屋川市 関西みらい銀行 寝屋川支店 ※51 8/2(金) 13:30～16:30 1,2,3年生 親子 12 組

河内長野市 りそな銀行 河内千代田支店 8/2(金) 13:00～16:00 その他 12 名

松原市 関西みらい銀行 松原支店 7/26(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 12 名

松原市 りそな銀行 天美出張所 8/7(水) 9:30～12:00 4,5,6年生 10 名

募集人数
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都道府県 市区 開催会場 注釈 開催日 時間 対象学年

大東市 りそな銀行 住道支店 8/8(木) 13:00～15:00 3,4年生 15 名

箕面市 りそな銀行 箕面支店 ※52 7/24(水) 13:00～16:30 1,2,3,4,5,6年生 20 名

柏原市 りそな銀行 柏原支店 7/26(金) 13:00～16:00 その他 15 名

羽曳野市 りそな銀行 羽曳野支店 8/1(木) 13:00～16:00 その他 15 名

門真市 関西みらい銀行 古川橋支店 8/2(金) 13:00～16:00 1,2,3,4,5,6年生 20 名

摂津市 関西みらい銀行 正雀支店 8/2(金) 13:00～16:30 1,2,3年生 10 名

高石市 関西みらい銀行 羽衣支店 7/24(水) 13:30～16:00 4,5,6年生 10 名

藤井寺市 関西みらい銀行 藤井寺支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

東大阪市 りそな銀行 小阪支店 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 25 名

東大阪市 りそな銀行 瓢箪山支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

東大阪市 関西みらい銀行 東大阪永和支店 8/2(金) 13:00～16:30 1,2,3年生 10 名

東大阪市 関西みらい銀行 花園支店 8/8(木) 13:00～16:00 1,2,3年生 15 名

四條畷市 関西みらい銀行 四條畷支店 7/23(火) 13:00～16:00 4,5,6年生 10 名

大阪狭山市 関西みらい銀行 狭山支店 7/24(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 親子 8 組

神戸市垂水区 りそな銀行 垂水支店 ※53 8/7(水) 13:00～16:00 4,5,6年生 親子 15 組

神戸市中央区 りそな銀行 神戸支店 ※54 7/26(金) 13:00～16:30 4,5,6年生 親子 25 組

神戸市中央区 関西みらい銀行 神戸中央支店 8/5(月) 13:00～16:30 1,2,3年生 10 名

神戸市西区 （学園都市駅前）UNITY 7/30(火) 13:00～16:30 1,2,3年生 親子 7 組

姫路市 りそな銀行 姫路支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 15 名

尼崎市 りそな銀行 尼崎北支店 7/29(月) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

明石市 りそな銀行 明石支店 8/8(木) 13:00～16:00 その他 親子 20 組

西宮市 関西みらい銀行 西宮中央支店 8/7(水) 13:00～16:00 1,2,3年生 10 名

芦屋市 みなと銀行 芦屋駅前支店 ※55 7/24(水) 13:00～15:30 1,2,3年生 20 名

伊丹市 りそな銀行 伊丹支店 ※56 7/24(水) 13:00～15:30 その他 18 名

加古川市 りそな銀行 加古川支店 ※57 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 親子 15 組

川西市 りそな銀行 川西支店 8/1(木) 13:00～15:30 4,5,6年生 12 名

三田市 りそな銀行 三田支店 7/26(金) 14:00～16:00 1,2,3年生 10 名

奈良市 りそな銀行 近鉄学園前支店 7/26(金) 13:00～16:00 1,2,3年生 10 名

奈良市 りそな銀行 近鉄西大寺支店 8/1(木) 13:00～16:00 4,5,6年生 20 名

奈良市 関西みらい銀行 富雄支店 8/6(火) 13:00～16:00 1,2,3年生 20 名

香芝市 りそな銀行 香芝支店 8/2(金) 13:00～16:00 4,5,6年生 12 名

和歌山県 和歌山市 りそな銀行 和歌山支店 7/24(水) 13:30～16:30 1,2,3,4,5,6年生 20 名

島根県 出雲市 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ島根 7/23(火) 13:00～16:30 5,6年生 20 名

広島県 広島市中区 りそな銀行 広島支店 8/24(土) 9:00～12:00 4,5,6年生 親子 10 組

北九州市小倉北区 りそな銀行 北九州支店 8/7(水) 9:30～12:30 1,2,3年生 20 名

福岡市博多区 チャイルドキッチン ※58 8/2(金) 10:00～15:00 4,5,6年生 親子 20 組

久留米市 りそな銀行 久留米支店 8/2(金) 13:00～15:30 4,5,6年生 20 名

熊本県 熊本市 りそな銀行 熊本支店 7/24(水) 13:00～14:30 1,2,3,4,5,6年生 20 名

大阪府

兵庫県

奈良県

福岡県

募集人数
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＜注釈一覧＞ 

 

 

 

 

※1 共催 : 宮城中央ヤクルト販売 

※2 共催 : 公益社団法人　大宮法人会 

※3 主催 : 埼玉りそな銀行さいたま新都心支店、共催 : 造幣局 

※4 共催 : 公益社団法人　大宮法人会 

※5 主催 : 埼玉りそな銀行さいたま新都心支店、共催 : クラリオン㈱ 

※6 共催 : 公益社団法人　浦和法人会 

※7 共催 : 公益社団法人　浦和法人会 

※8 共催 : 公益社団法人　浦和法人会 

※9 主催 : 埼玉りそな銀行本川越支店、共催 : 武州瓦斯㈱ 

※10 共催：公益社団法人　川口法人会 

※11 共催 : 秩父警察署 

※12 主催 : 埼玉りそな銀行飯能支店、共催 : 西武ガス㈱・飯能市役所 

※13 共催 : 春日部市 

※14 共催 : 江崎グリコ㈱ 

※15 共催 : 公益社団法人川口法人会 

※16 主催 : 埼玉りそな銀行越谷支店・せんげん台支店・南越谷支店・北越谷支店・吉川支店、共催 : 埼玉県立大学 

※17 主催 : 埼玉りそな銀行蕨支店・蕨東支店、共催 : ㈱愛工舎製作所 

※18 共催 : サンケン電気㈱ 

※19 共催 : 桶川市観光協会 

※20 共催 : 富士見市役所 

※21 共催 : 富士見市役所 

※22 共催 : ㈱高純度化学研究所 

※23 共催 : 幸手市法人会 

※24 共催 : 日高市役所 

※25 共催 : 白岡市 

※26 共催 : ㈱文明堂東京 

※27 共催 : ㈱伊藤園 

※28 主催 : りそな銀行神楽坂支店、共催 : 東京理科大学 

※29 共催 : 学校法人イーエスピー学園 

※30 共催 : B-Rサーティワンアイスクリーム㈱ 

※31 共催 : 日本工学院 

※32 共催 : ㈱伊藤園 

※33 共催 : ㈱伊藤園 

※34 共催 : シービージャパン 

※35 共催 : ネオファースト生命 

※36 共催/後援 : 武陽ガス㈱ 

※37 共催 : 山崎製パン㈱ 

※38 共催 : ㈱天乃屋 

※39 共催 : ㈱伊藤園 

※40 共催 : ㈱日能研関東 

※41 共催 : ㈱むらせ/マリンサービス児島㈱ 

※42 共催 : 湘南ﾔｸﾙﾄ販売 

※43 共催 : メガネスーパー 

※44 共催 : 栄屋製パン 

※45 主催 : りそな銀行彦根支店・関西みらい銀行長浜支店、共催 : ローザンベリー多和田 

※46 主催 : 関西みらい銀行天王寺支店・阿倍野支店　 後援：㈱大阪の味本舗

※47 共催 : セレッソ大阪 

※48 主催 : りそな銀行大手支店・大阪公務部、共催 : 大阪府教育委員会 

※49 主催 : りそな銀行大阪営業部、共催 : 大阪府教育委員会 後援 : ㈱たらみ

※50 共催 : 八尾市 後援 : 八尾市

※51 共催 : 幸福米穀㈱ 

※52 共催 : 箕面市役所 

※53 共催 : 三井住友海上あいおい生命 

※54 共催 : ㈱トーホー 

※55 主催 : りそな銀行西宮支店・西宮北口支店・仁川出張所、みなと銀行芦屋駅前支店 

※56 後援 : 伊丹市教育委員会

※57 共催 : 加古川警察署、三井住友海上あいおい生命 

※58 主催 : りそな銀行福岡支店、共催 : チャイルドキッチン 


