令和３年度「女性に対する暴力をなくす運動」予定行事【県・市町村】

11月11日現在

＊一部、女性に対する暴力をなくす運動期間（11/12～11/25）以外のものも掲載しています。
広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

埼玉県

さいたま市

・パネル展示
期間11月12日～25日
場所 With Youさいたま

・ポスター・リーフレット等を、庁内関係課及び各区役所に設
置

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

・県広報紙「彩の国だより11月号に掲載」
・県HP

・市のＨＰを活用した広報

・ＤＶ防止に関する相談カードの設置

・市のＨＰ、広報紙に掲載

川越市

・パネル展示
ウェスタ川越３階

・ラジオ川越での広報
・テレビ埼玉のデータ放送

その他取組

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
・DV防止フォーラム
期間：3月15日～31日
内容：「アサーション～ノート言えることの大切さ～」
埼玉県ＨＰ
場所：男女共同参画推進センター
日時11月14日 13：30～15：30
（With Youさいたま）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/d
場所 ：男女共同参画推進センター
内容：With You さいたま他25市町にお v-keihatu/bouryoku-nakusuundou.html
（With Youさいたま）
いてタペストリーを巡回展示する

・ＤＶ防止セミナー オンライン講座
期間：11月1日～11月30日
主な内容：さつき法律事務所・弁護士の大貫憲介さ
んに「モラ夫バスター・現場からの報告」と題した講
座をYouTubeで限定公開

さいたま市DV防止セミナー
https://www.city.saitama.jp/006/010/0
02/004/p082688.html

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
日時：11月20日、21日 10時～14時
場所：ウェスタ川越１階
内容：タペストリー共同制作への参加

熊谷市ＨＰ
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about
/soshiki/shimin/danjokyodosankaku/os
hirase/index.html

・市報「くまがや」１１月号に掲載

熊谷市

・相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

・市のＨＰへ掲載

・市職員にパープルリボンを配付し、名札
に貼付

市報「くまがや」11月号
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about
/kouhou/shiho/reiwa3nen/sihou20211
1.files/R3.11all.pdf

・熊谷駅正面口駅前広場デジタルサイネージにて広報

川口市

・かわぐち市民パートナーステーション 男女共同参画コー
ナー（キュポ・ラM４階）でパネル展示、ポケットティッシュや
パープルリボンの配布、関連書籍の展示をする

・市ＨＰ、市広報紙への掲載
・広告放映モニターによる啓発

関連ＵＲＬ

川口市ＨＰ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshik
・児童虐待防止月間と併せ、全職員が啓 i/01060/020/8/4181.html
発用缶バッジを装着

ライトアップ
http://www.city.gyoda.lg.jp/13/03/10/
purplelightup.html
・ポスターを掲示。（男女共同参画推進センター）

行田市

・相談窓口カードを配布、設置（男女共同参画推進センター
内カウンター、トイレ等）

・市ＨＰ，市広報誌11月号への掲載
（HPは11月1日公開予定）

行田市男女共同参画推進センターHP
http://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/chi
iki/viva/index.html

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

その他取組

関連ＵＲＬ

・市職員にパープルリボン配布
内容：名札等に付けることで、職員一丸と
なって女性に対する暴力根絶の意思を訴
える

所沢市ＨＰ
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp
/shiseijoho/danjo/furatto/furattokoza/
joseinitaisurubouryokuwonakusu.html

・パープルリボンキャンペーン
期間：11月～3月
場所：各地区行政センター、 市内高校
内容：タペストリーの市内巡回展示

飯能市HP（地域活動支援課）
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/
5619

・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）

秩父市

・市ＨＰへの掲載
・庁内電光掲示板でポスターを表示

・相談啓発カードの配付、設置（庁舎内・各まちづくりセンター
のトイレ、商業施設等）

所沢市

・パープルリボンキャンペーン
期間：11月24日～25日
場所：市役所1階市民ホール
内容：パープルリボンキルトの展示、パープルリボンツリー ・市ホームページでの啓発
の展示と、パープルリボン及び情報誌ＳＵＮ、相談啓発カード
等の配布
・男女共同参画推進センターふらっと図書コーナーにて、ＤＶ
関係書籍の紹介と啓発ＤＶＤの上映、情報誌ＳＵＮや相談啓
発カード等の啓発資料の配布

・相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、公共施設トイレ等）

飯能市

・DV防止週間展
期間：10月～11月
場所：図書館
内容：DV・人権に関する図書の貸出
・DV防止週間展
期間：11月
場所：市民活動センター
内容：市内パッチワークサークルが作成した紫色の作品展
示、ポスター掲示、その他啓発物の展示

・市広報に性暴力特集を掲載（「アンサンブル」11月号） ・ＤＶ防止録画配信講座
期間：令和4年1月
・市のTwitter、Facebookでの周知
場所：オンライン開催
内容：子どもの性暴力について

・担当課窓口にミニコーナーを設置（相談カードやリーフレット
を配架しコバトンクラフトで装飾）
・市内の全図書館（加須図書館、騎西図書館、北川辺図書
館、童謡のふるさとおおとね図書館）でDV関連図書の展示
（ポスターやリーフレット等も活用）

加須市

・担当職員が名札にパープルリボンバッジ
を貼付
・市ＨＰ、市広報紙への掲載

・本庁舎１階において行政情報・広告放映モニターによ
・庁舎内女子トイレに啓発ポスターの掲示、「DV相談ナビ」広
る啓発
報用携帯カード等の配架
・市役所本庁舎市民ギャラリーで開催（12月1日～24日）の人
権啓発展場所内にミニコーナーを設置（相談カードやリーフ
レットを配架）。

・市内の全図書館で発行する貸出票（レ
シート）へ、女性に対する暴力根絶のため 加須市ＨＰ
のシンボルマークとメッセージを掲載
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/jinken/
kyoudou/18574.html
・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：12月21日～12月24日
場所：市役所本庁舎市民ギャラリー

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

東松山市

・ポスター、リーフレットや啓発グッズの設置・配布

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

その他取組

関連ＵＲＬ

・専門講座「私のことは私が守る！女性のための
・市広報紙へ特集記事の掲載
護身法を学ぼう」
「男女共同参画情報 ほっとらいん第64号」
日時：12月4日10:00～11:30
ＤＶ特集をテーマにした特集記事を広報ひがしまつや
場所：東松山市総合会館3階304会議室
ま11月号に掲載
内容：ＤＶ等に関する講座と、危険回避に役立つ
護身法の簡単な実技

・担当職員が名札にパープルリボンを貼
付

本庄市

春日部市

狭山市

・相談窓口カードの設置（庁舎を含めた市が管理する施設）

・ポスター展示、DV相談等のパンフレット類配布
期間：11月12日～11月25日
場所：ハーモニー春日部

・ＤＶ防止啓発リーフレットの配布(公共施設等)

・市のホームページに「女性に対する暴力をなくす運動」
について掲載

・ハーモニー春日部ホームページ、フェイスブックへの
掲載
・春日部市安心安全メール発信

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：9月28日～10月1日
場所：市役所1階市民ホール

・ハーモニーフェスタ２０２１
・ハーモニーアダプトプログラム
期間：11月22日～11月28日
期間：11月12日～11月25日
FB/ハーモニー春日部
場所：ハーモニー春日部
場所：ハーモニー春日部
http//www.harmonykasukabe.jp
内容：「ふれあい、ささえあい、たすけあい」をテー 内容：女性に対する暴力をなくす運動に
マにセミナー、利用団体の活動公開、パネル展示 連携してパープル色の植栽を行い、PRす
等を実施
る。

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
狭山市ＨＰ
巡回展示
期間：10月22日午後～28日午前
https://www.city.sayama.saitama.jp/ku
場所：狭山市市民交流センター
rashi/jinken/danjo/purple-ribbon.html
内容：タペストリー巡回展示

・市ＨＰ，市広報誌への掲載

・ポスター展示

羽生市

・相談窓口カードの配付、設置（市役所内トイレ）

・市ＨＰ，市広報誌への掲載

・パネル展示
・パープルリボンキャンペーンタペストリー
鴻巣市ＨＰ
巡回展示
https://www.city.kounosu.saitama.jp/kuras
期間：1月8日～1月14日
hi/1/10/2/1605268959396.html
場所：市役所本庁舎１階市民ホール

・広報かがやき11月号に掲載
・市ホームページ、Twitterにおける周知

鴻巣市

・相談窓口カードの配布

深谷市

・深谷市女性の悩み相談のリーフレット配布
期間：11月12日～25日
場所：キララ上柴（アリオ深谷３Ｆ）ロビー
・ＤＶパネル展「知っていますか？デートＤＶ」
・立て看板設置,啓発品配布

・広報「ふかや」１１月号に掲載（Ｌフォルテ）
・デジタルサイネージやＳＮＳでの広報

・パープルリボンツリーの作成・展示
期間：11月12日～25日
場所：深谷市役所庁舎内、キララ上柴（アリオ３
階）ロビー

・職員やイメージキャラクターがパープル
リボンを着用しＰＲ活動を行う。
期間：11月12日～25日

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

上尾市

・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、公共施設等）

草加市

・男女共同参画さわやかサロンでパネルを展示。また、DV防
止啓発ミニコーナーの実施。

越谷市

・相談啓発ポスターおよび相談窓口カードの設置・配架（市
内商業施設、鉄道駅、大学等の女性用トイレ）

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

・市ＨＰ、市広報誌、センターFBへの掲載

その他取組

・ＤＶ予防セミナー「DVがもたらす子どもへの影響」
日時：11月19日（金）13時30分～15時30分
場所：上尾市文化センター 小ホール
講師：白川 美也子 氏（こころとからだ・光の花ク
リニック院長、精神科医、臨床心理士）
対象者：先着50名（市内在住・在勤・在学）

関連ＵＲＬ

上尾市ＤＶ防止セミナー申込
https://www.city.ageo.lg.jp/page/0141
101501.html

・市HP、市広報紙への掲載
・市内商店街電光掲示板での啓発

・市広報誌への掲載

・庁内でパネルを展示。
・「ストップＤＶコバトンクラフト」と「パープ
ルリボンカード」を活用した啓発。

蕨市

戸田市

・女性への暴力をなくそう！パープルリボン展(予定)
期間：11月12日～25日
場所：蕨市役所（仮庁舎）
内容：ＤＶ防止啓発パンフレットの配布、パープルリボンの
配布など

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：12月7日～10日
場所：蕨市役所（仮庁舎）
内容：パープルリボンタペストリーの巡
回展示

・ＨＰにパープルリボンタペストリー及びパープルリボン
展を掲載。

・上戸田地域交流センター「あいパル」の情報コーナー、図書 ・広報戸田市11月号及び戸田市ソーシャルメディア
館書架にて、啓発ポスター掲示、図書資料紹介掲示。
（Facebook、twitter、tocoぶり）に、「女性に対する暴力
をなくす運動」について掲載予定。
・上戸田地域交流センターあいパル男女共同参画推進拠点
リーフレットに「DVについて、知ることから始めよう」を掲載。 ・上戸田地域交流センター「あいパル」HPやSNS等に、
「女性に対する暴力をなくす運動」、「コパトンを作ろう」
・「ストップＤＶコバトンクラフト」と「パープルリボンカード」を窓 等について掲載。
口に設置

・上戸田地域交流センター「あいパル」のラウンジ
にて、「ストップＤＶコバトンクラフト」を活用した「コ
バトンを作ろう」を開催。

・協働推進課及び上戸田地域交流セン
ターにおいて、期間中、職員がパープルリ
ボンをつけて啓発。
戸田市（あいパル）

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
・上戸田地域交流センターにて、11月5日に、戸田
巡回展示
市の男女共同参画キャラクターをモチーフに「新聞
期間：3/1～3/13
ちぎりえ」を開催。
場所：上戸田地域交流センター

https://www.ipal-friendship.net/

入間市ＨＰ
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/
shisetsu_kyoiku/1012387/1013684/101368
7.html

入間市

・市ＨＰ、男女共同参画推進センターＨＰ、男女共同参画
推進センターだより11月号に掲載

広報11月号
http://www.city.iruma.saitama.jp/_res/proje
cts/default_project/_page_/001/004/360/k
oho211101.pdf

センターだより
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/
shisetsu_kyoiku/1012387/1012462/101250
7.html

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

・ポスター掲示（関係課）、リーフレット配置

朝霞市

・女性センター内にパープルリボンツリー設置

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

その他取組

関連ＵＲＬ

・「広報あさか」１１月号に掲載
朝霞市ＨＰ
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/nobouryoku.html

・ＨＰ、フェイスブック、ツイッター、市のメール配信サービ
スにて発信

・女性センター情報・交流コーナーに女性の暴力に関する図
・朝霞駅前電光掲示板、庁舎案内板告知スペース、総
書の特設コーナー設置、朝霞市のＤＶ相談統計を展示
合窓口課の告知スペースにて周知

・パープルリボンシール入りポケットティッシュの配布

新座市

・ＤＶ防止パネル展の開催
期間：12月1日～15日
・広報にいざ11月号に特集記事を掲載
場所：公用パネル展示スペース、公用レール展示スペース
・ＤＶに関する図書の展示
期間：11月1日～30日
場所：中央図書館

桶川市

久喜市

・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、庁舎内カウン ・市ＨＰ、市広報、庁舎内デジタルサイネージへの掲載
ター）
・ツイッター、ラインでの掲載
・庁内でパネルを展示

・パープルライトアップ実施期間中、施設周辺に周知看板（ポ
・市ＨＰ、市広報誌への掲載
スター）を掲出

・駅前出張所ロビーにポスター等を掲示

富士見市

・図書コーナー設置
日程：１１月12日～25日
場所：市立中央図書館

・パープルリボンキャンペーン
市役所及び企業との連携により、全職員
北本市ＨＰ
の名札にパープルリボンを貼付
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki
期間：11月1日～30日

/somu/jinken/gyomu/danzyo/12967.ht
・パープルリボンキャンペーンタペストリー ml
巡回展示
期間：12月27日～1月7日

・北本市文化センターエントランスホールにて「女性に対する
暴力をなくす運動パネル展を実施（11/24～30）

八潮市

・ダブルリボンキャンペーン
期間：11月1日～30日
場所：桶川市役所庁舎内 男女共同参画コー
・特設「ＤＶ電話相談」
ナー「アソシエ」
期間：11/15～17
内容：ＤＶと虐待のなくすために私たちにできるこ
とをメッセージカードに書いて、ボードに貼りましょ
う！
・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
久喜市ＨＰ
期間：11月5日～11月11日
https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jinken_da
場所：市役所1階ロビー
njo/danjyo/stopdv.html
内容：タペストリー巡回展示

・パネル展
期間：11月5日～11月26日
場所：市役所1階ロビー
内容：DVパネル展、相談カード、リーフレット等の配布
・パープルライトアップ実施施設において、国及び市作成ポ
スターを掲出

北本市

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：12月14日・15日
場所：公用パネル展示スペース（第二庁
舎１階）

・市ＨＰ，市広報誌への掲載

・市広報「富士見」11月号に掲載
・市役所庁舎内待合スペースのモニターを利用し、運動
期間について周知する

八潮市ＨＰ
http://www.city.yashio.lg.jp/event/oth
er/calendar/calendar.html

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

その他取組

関連ＵＲＬ

・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、三郷中央にお
どプラザ、ららほっとみさと等）
・庁内でパネルを展示。
ＤＶパネル展
期間：11月11日～11月25日
場所：市役所本庁舎1階市民ギャラリー
展示内容：デートＤＶに関するパネル

三郷市

・図書館における企画展示
期間：11月中
場所：早稲田図書館、市立図書館、北部図書館
内容：女性に対する暴力や児童虐待の防止に
関する 図書の企画展示

・市HPに「女性に対する暴力をなくす運動」及びパネル
展について掲載
・「広報みさと」１０月号への掲載

児童虐待防止啓発活動と合同でキャン
ペーンを実施（パープル・オレンジリボン
の作成配布等）

三郷市ＨＰ
http://www.city.misato.lg.jp/jinken/

・市役所懸垂タワーに懸垂幕、新三郷駅西口ペデストリ
アンデッキに横断幕を掲示（11月中）

・オレンジリボン・パープルリボン展
期間：11月1日～29日
場所：新三郷ららぽーと内「ららほっとみさと」
内容：女性に対する暴力や児童虐待の防止に関する 啓発
活
動（ポスター掲示、相談窓口カードの設置、啓発品の配布）
・広報さかど10月号にパープルリボンタペストリーの掲
示を掲載
・広報さかど１１月号に女性に対する暴力をなくす運動
の記事、相談窓口を掲載

坂戸市

・女性相談カードの配布、設置（庁舎内トイレ、病院、コンビ
ニ、郵便局,薬局）

・市ホームページに女性に対する暴力をなくす運動の情
報を掲載
・市役所市民課前行政情報に掲載

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：10月18日～21日
坂戸市ＨＰ
場所：市役所市民ホール

https://www.city.sakado.lg.jp/

・市DV等相談業務関連課職員にパープ
ルリボンを配布し、名札に貼付

・メッセージボード搭載型自動販売機へ掲載
・Facebook、Twitter、Instagramに掲載
・相談案内カードの配付、設置（公共施設トイレ）

鶴ヶ島市

・庁内でパネルを展示

鶴ヶ島市ＨＰ
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/pag
e/page005657.html

・市ＨＰ、市広報紙への掲載

・市立図書館及び女性センター図書室においてDVに関する
本の特集（１１月中）

日高市

・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・公共施設内トイレ、
銀行窓口等）

・市広報紙「広報ひだか」11月1日号に「女性に対する暴
力をなくす運動週間」として啓発記事掲載

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：2月15日～20日
場所：日高市役所ロビー

日高市ＨＰ
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/s
omu/somu/jinkensuishinshiminkatudou
/sodan/1224.html

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

・ＤＶパネル展
期間：11月15日～11月19日
場所：市役所本庁舎2階 市民総合相談室前
展示内容：デートＤＶに関するパネル

ふじみ野市
・図書展示
期間：11月1日～11月30日
場所：上福岡図書館

白岡市

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

・市ホームページにパネル展と図書展示のお知らせを掲
載

毛呂山町ＨＰ
http://www.town.moroyama.saitama.jp
・パープルリボンを身につけた町マスコット /www/contents/1605057105967/index
キャラクター「もろ丸くん」ぬいぐるみを各 .html
・担当職員のパープルリボン着用

・町ＨＰ、町広報誌への掲載

課窓口に設置

滑川町

・役場庁舎内・保健センター・図書館等公共施設でポスター
の掲示及びリーフレットの配布。

町広報紙・HPへの掲載

小川町

・相談窓口カード配付、設置（町内役場関連施設トイレ等）

町広報誌への掲載

・ポスターの掲示、チラシの配布

川島町

・ＤＶ関連図書の展示
期間：11月2日～30日
場所：川島町立図書館

https://www.city.fujimino.saitama.jp/so
shikiichiran/shiminsogosodanshitsu/shi
minsodan_jinkensuishingakari/danzyoky
oudousankakusuisin/index.html

・町ＨＰ，町広報誌への掲載

・啓発ポスターの掲示

・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ等）

ふじみ野市市民総合相談室（男女共同参画推進）ＨＰ

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：10月30日～11月４日
場所：伊奈中央会館
内容：タペストリー巡回展示

・啓発リーフレットの配架

毛呂山町

関連ＵＲＬ

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：１月25日～2月4日
場所：白岡市役所１階市民ラウンジ
内容：パープルリボンタペストリーの展示等

・町ＨＰへの掲載

・相談窓口カードの配付、設置（庁舎、町施設）

その他取組

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：11月15日～17日
場所：市役所本庁舎2階 市民総合相談
室 前（ＤＶパネル展展示場所）

・市報11月号にＤＶに関する記事（1ページ分）を掲載

・ハラスメント防止パネル展「セクシュアルハラスメントのない
社会へ」
・「広報しらおか」11月号にDVに関する記事・相談窓口
期間：１1月11日～18日
一覧を掲載
場所：白岡市役所１階市民ラウンジ

伊奈町

三芳町

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

・町ＨＰ、町広報誌への掲載
・町の情報を発信するメールにて周知

・パープルリボンツリーの作成・展示
期間：11月12日～25日
場所：川島町役場

・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
期間：2月22日～27日
場所：川島町役場

広報活動
自治体
ポスター、リーフレットの作成配布

吉見町

「みんなの人権１１０」、「女性の人権ホットライン」の相談専
用電話番号を掲載したポスターを庁舎に掲示。

鳩山町

ラジオ、インターネット等のメディアを利用した

イベント（シンポジウム、講演会等）の

広報キャンペーン等

啓発活動

その他取組

関連ＵＲＬ

・町ＨＰ、町広報誌への掲載

広報「はとやま」11月号に啓発記事及び相談先を掲載。
・パープルリボンキャンペーンタペストリー
巡回展示
①期間：9月14～17日
場所：上里町役場
②期間：9月21日～25日
場所：上里町男女共同参画推進セン
ター

・男女共同参画推進センターでパネルを展示

上里町
・相談窓口カード等を配布架

・庁内でポスターを展示

寄居町

・町HP、町広報紙への掲載
・啓発品の設置
・リーフレット配布

宮代町

・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、公共施設）

・町ＨＰ，町広報紙への掲載

・庁内でポスター、パネルを展示。

杉戸町

・DV・暴力に関する図書の特設コーナーを設置し特集展示
期間：11月1日～30日（休館日を除く）
場所：町立図書館
・女性相談案内チラシ、相談カード、相談窓口案内チラシ等
の設置等

松伏町

・町広報誌への掲載

宮代町ＨＰ
http://www.town.miyashiro.lg.jp/000001588
0.html

