
支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

1 社会福祉法人八越会ちどり保育園 千葉県 
１１月中旬に実施を予定しているオレンジリボン運動チャリティバザーで
配布

2 三重短期大学 三重県 2022年11月中旬、三重短期大学構内

3 ふくろう保険事務所 北海道
有志企業合同で各社店頭にてポスター掲示、マスクとチラシを配布。20
社以上の参加を目指す。

4 ＮＰＯ法人虐待問題研究所 大阪府 2022年11月3日10：00～12：00阪急南方駅前

5 一般社団法人ひのくにスマイルプロジェクト 熊本県 
11月3日午前：菊池市民広場/午後：ナフコ菊池店入口11月6日菊池市ひ
とり親の会講演会会場11月13日菊池市こども食堂会場11月20日午前：
菊池市民広場/午後：ナフコ菊池店入口

6 株式会社ルバート 千葉県 
子育て支援イベント開催での啓発こちらで開催スケジュールはご確認く
ださい。https://www.mamahapi.jp/expo-info

7 くまがやオレンジハートの会 埼玉県 八木橋百貨店

8 NPO法人新座子育てネットワーク 埼玉県 11月中に運営する子育て支援拠点で利用者に配布します

9 リトルビーンズ株式会社 埼玉県
11月リトルビーンズ施設会員様及びご見学者へチラシ・マスクの配布グ
ループ会社店頭ポスター掲示

10 沖縄の子どもと家族・支援者の未来を明るくする会 沖縄県 
11月26日（土）オレンジリボンたすきリレー（沖縄初開催：浦添市特別コー
ス）

11 珈琲ニューペンギン 千葉県 
11月の期間中店頭に啓発ポスターの掲出、レジカウンターで啓発マスク
を配布

12 なかべこども家庭支援センター「紙風船」 山口県
１０/３０オレンジリボンたすきリレーin下関2022　　１１/６下関海響マラソ
ン啓発活動　　　児童福祉月間啓発活動

13 群馬クレインサンダーズ 群馬県 群馬クレインサンダーズ11月ホーム試合

14 ツルミオレンジデイズ実行委員会 神奈川県 11月　イベント配布、つるみ愛フェスティバルで集中的に配布

15 NPO法人Annakaひだまりマルシェ 群馬県 11月中・郵送での配布・対面での配布

16 星槎箱根仙石原総合型スポーツクラブ 神奈川県 
日時：10月22日～23日場所：星槎箱根キャンパス第8回星槎箱根フェス
ティバル：20団体日時：10月22日場所：星槎箱根キャンパスはこねっこマ
ルシェ　700名マルシェ出店数36店舗

17 福井県立鯖江高等学校JRC部 福井県 10月30日（日）13:00～15:00　夢みらい館

18 いそざき歯科医院 京都府
歯科医院待合室において配布。幼稚園（校医）の保護者にマスクを配
布、園玄関にポスター展示

19 一般社団法人教育サポート協会 愛知県 11月20日(日)11:30～みんなのcafe での子ども食堂の際に配布

20 山口県地域活動連絡協議会 山口県 
?日時：11月12日（土）10：00～15：00　場所：山口県セミナーパーク　?日
時：11月23日（祝）13：30～15：00　場所：山口県児童センター※いずれも
イベント来場者対象に配布

21 （株）レボ 愛知県 各取引団体さん通じての配布

22 パジャカフットボールクラブ 京都府 10月23日三田市駒ヶ谷体育館

23 CAPNA 愛知県 
11月5日　福祉まつり　11月12日　名古屋いのちの電話コンサート　　　11
月～　名古屋市傾聴講座、犬山市、　岐阜いのちの電話　11月8日　一宮
市講演　、　CAPNA広報　、　扶桑町社協

24 PAC 千葉県 
10月30日より千葉県内のサバイバルゲームフィールドにてイベント参加
者に配布

25 神戸市立愛垂児童館 兵庫県 11月26日(土)10:00～12:00すいすい☆謎解き脱出ゲーム

26 ＭＹ ＴＲＥＥ しが 滋賀県
【月間中】・守山市生涯学習・教育支援センター・草津市立市民交流プラ
ザ11/23(祝水)　守山市福祉フォーラム11/27(日)　G-NETフェスタ2022

27 株式会社ワールドパル学院 兵庫県 ワールドパル学院　各教室前11月二週目から2月イベントの時

28 同仁会児童家庭支援センター 茨城県 11月末に高萩市内にある小学校や保育園へ配布

29 NPO法人集いの場所サンライズ 静岡県 10/22  平島第3集会所10/24  西益津交流センター
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支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

30 一般社団法人あだち子ども支援ネット 東京都
11月2日 子ども食堂11月23日 中学校地域交流フェスタ11月28日 健全
育成団体善行青少年顕彰式

31 こども助け隊 埼玉県 11月の土日。場所は埼玉県戸田市戸田公園駅です。

32 子ども家庭支援センター海北 山口県
10月2日（日）市民活動フェスタ10月9日（日）イオンタウンフェスタ11月未
定　イオンタウン防府

33 有限会社誠石材工業 千葉県
１１月１９日　土曜日松戸市立東部小学校PTCA主催　TOBUフェスタ内
賛助会員ブース

34 元気巨椋っ鼓 京都府 
宇治駅、生涯学習センター、小倉駅、赤ちゃん運動会(巨椋っ鼓主催)に
て、11月.12月に配布

35 株式会社　サングリーン 京都府 サッカースクール/テニススクール創立50周年事業

36 アスタスク株式会社 佐賀県 
11月20日(日)　9:00～　唐津うまかもん市場11月27日(日)　8:15～　ボート
レースからつ

37 ながの子どもを虐待から守る会 長野県 １１月６日　南長野運動公園総合球技場

38 北名古屋市議会 愛知県 
１１月１日から３０日まで議会事務局傍聴受付及び市役所庁舎総合受付
に設置

39 オヤセン 福岡県 未定

40 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 福岡県 11月6日10時～15時大野城市すこやか交流プラザ、ほか、随時配布

41 NPO法人次世代たかねざわ 栃木県 11月5日・6日高根沢町文化祭にて配布

42 香川おれんじライオン 香川県
11/20 町内文化祭会場　11月 町内商業施設入口付近、 町役場入口付
近、 町内こども園・小学校への配布

43 株式会社新星 千葉県 10/14 東花園公園での運動会　10/22 末広公園での運動会

44 NPO法人ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会 東京都 
１１月３日　協会員一斉配布１１月６日　当協会イベントにて配布１１月５
／６日公民館サークルフェア配布１１月６日　定例会配布

45 特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶや 東京都

第45回渋谷区くみんの広場ふるさと渋谷フェスティバル（11月5日、6日
代々木公園Ｂ地区）第3回目黒街角Heart＆Artクリスマス（12月11日、12
日　Stadio　EASE）こどもテーブル（こども食堂）（11月5日　幡ヶ谷社会教
育館、11月10日　渋谷区大山町会館、11月11日　笹塚高架下施設）子ど
も支援活動ボランティア育成研修（11月未定、青山学院大学）

46 オリエンタルホテル 東京ベイ 千葉県
11月末までマスクをフロントカウンター・レストランキャッシャーに設置
ポスターおよびチラシはパンフレットラックに設置

47 図書ボランティア　わらっと 広島県
11月20日に行われるフェスタでの配布。11月児童館などで、イベント開催
時での配布。

48 みしま子育てネット 大阪府 11月20日(日) 摂津市コミュニティプラザオレンジリボンフェスタにて

49 株式会社ゴルフ・ドゥ 埼玉県 11月14日（月）～18日（金）「ゴルフドゥ！」店頭（8店舗）

50 国際ソロプチミストローズ福山 広島県 11月3日（木曜日）午前学びの館ローズコム（屋外）

51 サンタラン名古屋 愛知県
2022年12月18日、名古屋市中区　久屋大通公園一帯サンタラン＆
ウォーク in 名古屋 2022

52 ハーレーサンタＣＬＵＢ 東京都 
11月3日(祝)10～14時 渋谷区神宮前11月13日(日)10～14時 狛江市民
祭り11月　葛飾区各種イベント12月18日 10～16時 神宮外苑他(X'mas
toyRun)

53 認定ＮＰＯ法人　児童虐待防止協会 大阪府 現状未定

54 NPO法人北信州体操クラブ 長野県 １１、１２月に当クラブでイベント

55 ＣＦＲびわこ 滋賀県
?10月22日　びわ湖岸、オレンジリボンたすきリレー?12月中旬　JR草津
駅前　オレンジリボンクリスマス啓発

56 NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・しが 滋賀県 
10/17　石部高校10/22 こどもの国　10/24　11/14　愛知高校10月～12
月の出前講座やPTA大会など

57 特定非営利活動法人スカイラボサポートセンター 福岡県 
・田川市サンリブにてフードドライブ実施時。・川崎町のベストマートこが
や

58 ?サロン・ド・ジュン 群馬県 11月中各店舗にて
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支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

59 和泉短期大学 神奈川県 
10月末頃から、和泉短期大学構内、ボーノ相模大野内の大学情報コー
ナーにて配布。

60 有限会社ココア 群馬県
推進月間(11月)を中心に店頭にて啓発活動洗濯工房ココア 文京店及び
上小出店

61 交流ぷらすかい 埼玉県 11月5日10時より上尾駅コンコースにて

62 旭中央病院家族支援チームFAST 千葉県 １１月中、院内にて児童虐待防止啓発活動総合受付・小児科前スペース

63 Mari-Ciel株式会社 東京都 
日時：11月1日～（10時～21時）場所：アトレ秋葉原1 ２Fマリーシェル占い
館店舗にて

64 国際ソロプチミスト横手 秋田県 11月3日、秋田ふるさと村を会場に活動。

65 子ども虐待防止ながのオレンジリボン 長野県
11月3日、長野市、松本市、上田市の駅前、ショッピングモール、市民祭
会場などで啓発。11月19日、飯田市、いい育児の日イベント（かざこしこ
どもの森公園）、各地の役場で啓発。

66 しんせつハウス株式会社 静岡県
11月～12月：来店客・およびリピーター様への配布、1月以降：モデルハ
ウス見学会にて配布

67 NPO法人岡山市子どもセンター 岡山県 11/3オレンジリボンフォーラム11/11オレンジリボン展にて配付

68 横浜保育福祉専門学校 神奈川県 
?10月23日　横浜市象の鼻パーク?10月29・30日　横浜保育福祉専門学
校?11月中　戸塚区　各子育て支援機関

69 株式会社カルディアコーポレーション 埼玉県 11.24（木）13：30～14：10　　　東武スカイツリーライン線越谷駅東口

70 若者啓発活動推進機構 大阪府
大学の最寄り駅付近現時点での候補・京阪龍谷大前深草駅（龍谷大学
最寄り駅）・地下鉄今出川駅（同志社大学最寄り駅）・JR藤森駅（京都教
育大学最寄り駅）

71 十勝電気工事業協同組合青年部 北海道 
2022年11月26日（土）15時～18時予定帯広駅コンコース内おびひろイル
ミネーションプロジェクト実行委員会「イルミネーション合同点灯式」

72 株式会社パイクとそら 兵庫県 実施期間：11月1日～配布終了まで場所：芦屋あげパン店舗

73 三重県職員労働組合　平和・人権ネットワーク 三重県 11月中下旬三重県内

74 ボランティアキャラバン オクト 埼玉県 
11月12日（土）春日部市認定こども園ふたばさまおよびスーパーカスミさ
ま

75 株式会社新興運輸 東京都 １１月の一ヶ月間多摩市・三芳町・坂東市・所沢市

76 特定非営利活動法人ORR社会貢献センター 愛知県 

11月1日名鉄一宮駅入り口付近11月4日チャイルドほーむ熱田園11月5
日のんほいパーク11月12日エシカルマルシェ11月13日尾張旭市観光イ
ベント11月19・20日アイモール三好その他イベント及び幼稚園保育園訪
問

77 鹿児島県子ども子育て青年会 鹿児島県 本会加盟園へのチラシ等の配布等による

78 広島文化学園大学　看護学部 広島県
11月26日：JR呉駅前・安芸阿賀駅前・広駅前11月　　：大学校内12月11
日：呉市広まちづくりセンター

79 株式会社　中広 岐阜県 11月中に、訪問先で

80 児童家庭支援センターつむぎ 岡山県
11月23日　岡山県津山市内スーパー店頭（マルイノースランド店・マルイ
ウエストランド店）

81 子どもの幸せを願うネットワーク こども幸せねっと 愛知県

10月23日（日）9:30～15:30　メディアス体育館ちた（知多市福祉フェスティ
バル）?11月6日（日）午前中　南知多町産業まつり会場?11月12日（土）13
日（日）東浦町産業まつり会場?11月12日（土）又は13日（日）半田市産業
まつり会場?11月13日（日）9:00～10:00　美浜町産業まつり会場?11月中
旬　東海市（大型商業施設を予定）?11月20日（日）午前中　阿久比町役
場（阿久比町産業まつり）?11月27日（日）午前中　ボートレースとこなめ
（常滑市農業まつり）?11月中　知多5市5町子育て支援センター、知多市
民生児童委員協議会、阿久比町民生児童委員協議会、大府市子育て支
援担当課、武豊町子育て支援担当課?時期未定　イオン東浦、知多市更
生保護女性会総会など

82 宗教法人法善寺 神奈川県 11月13日当寺で

83 特定非営利活動法人ＩＴ支援センター 岐阜県 町内全小中学校・保育園に配布。

84
公益社団法人全日本不動産協会 宮城県本部 全日青
年部会

宮城県 2022年11月3日 10：00～15：00

3



支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

85 一般社団法人日本ベビーダンス協会 北海道 千葉・埼玉・東京・北海道の子育てイベントで配布

86 ケービックス株式会社 群馬県
2023/10　或いは　2023/11　ザスパクサツサンクスマッチ正田醤油スタジ
アムにてザスパクサツ戦

87 公益財団法人相模原市まち・みどり公社 神奈川県 銀河アリーナけやき会館

88 NPO法人育ちあいサポートブーケ 兵庫県 １１月中駅前デッキと子育て支援ルーム内での配布

89 東京未来大学 （こども支援センターげんき） 東京都 オレンジリボンキャンペーンinあだち202211月1日（火）～21日（金）

90 足立区民生・児童委員協議会 東京都 オレンジリボンキャンペーンinあだち202211月1日（火）～21日（月）

91 宝塚市民生委員・児童委員連合会 兵庫県
１１月８日(火)、１１日(金)、１５日(火)、１６日(水)、１７日(木)、１８日(金)、２
１日(月)場所：宝塚市内７カ所

92 成光運輸株式会社 東京都 10月11月にライオンズクラブ・近隣の商店・地域の公共の施設

93 株式会社　コマーム 埼玉県
11月12日（土）川口市川口１－１キュポラ広場（川口駅前）「子どもの笑顔
Happyフェスタ」のオレンジリボンコーナーにて

94 株式会社セーフティサービス 福島県 11月内に介護タクシー利用者へ配布、取引先へ配布

95 NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会 和歌山県 チラシ、ポスター紀南方面の駅への配布、設置

96 公益財団法人ハーモニィセンター 東京都 

蓼科ポニー牧場（長野県茅野市）小貝川ポニー牧場（茨城県取手市）碑
文谷公園子供動物広場（東京都目黒区）ポニースクールかつしか（東京
都葛飾区）上千葉砂原公園触れあい動物広場（東京都葛飾区）板橋区こ
ども動物園（東京都板橋区）麻溝公園ふれあい動物広場（神奈川県相模
原市）

97 KCホールディングス株式会社 埼玉県 事務所・各現場事務所に配置し、来客時に案内する

98 JCOM株式会社 調達企画部 企業理念推進活動 東京都 日時：11月18日(金)場所：JR東京駅近辺予定

99 オレンジゴスペル 東京都

10月29日(土)16:00～愛知県　名古屋グレイスキリスト教会10月30日
(日)14:00～大阪府　安満遺跡公園内パークセンターSAKURA広場11月２
日(水)時間未定広島県11月３日(木)14:30 ～愛媛県　松山三越６階E３
ホール11月4日(金)19:00～東京都　葛西区民館11月5日(土)14:30～新潟
県　アオーレ長岡11月6日(日)15:00～南流山センター

100 自主勉応援団　まなび～ず 長野県 
11月8日 17:00～21:00三郷交流学習センター　ゆりのき普段の「まなび～
ず」

101 大宮区PTA連合会 埼玉県 
１０月２９日（土）開催の大宮区民ふれあいフェア（大宮駅西口　鐘塚公
園）にて配布。

102 株式会社ＧＳクラフト 京都府 11月3日　9時から12時まで　京都駅北側

103 浄土真宗本願寺派全国児童養護施設連絡協議会 京都府 11月中、特に、西本願寺で行われる「秋の法要11/22～23」の期間中

104 Ibuki Music Associates 長野県 

11月6日長野県塩尻市広丘塩尻市社会福祉協議会ふれあいセンター広
丘キッズヨガ、ウォーキングサッカーによる親子レク
追加申請分11月6日長野県塩尻市広丘塩尻市社会福祉協議会ふれあ
いセンター広丘

105 株式会社Sunnyque 埼玉県 届き次第スタジオの生徒達に配ります。

106 特定非営利活動法人タイガーマスク基金 埼玉県
11月～12月に賛助会員とサポーター、支援者宛の郵送物に同封して配
布。

107 株式会社　山本重量 愛知県 
11/6　名古屋市金山　オレンジリボンマンスリーイベント2022”子どもたち
に笑顔を届けよう！にて配布予定11/15　中村区の子ども食堂にて配布
予定

108 ひまわりくらぶ 滋賀県 事業所、玄関

109 株式会社 ワース 福岡県 飲食店さんに店内にて

110 飯塚病院小児虐待防止委員会 福岡県
飯塚市５機関合同虐待防止講演会・Children First FUKUOK　セミナー
ならびに、食料・学習支援イベント・院内虐待防止勉強会

111 株式会社NEW SELECT 富山県 2022年11月6日　ユウタウン総曲輪
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支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

112 津島市の子どもを守る会 愛知県 11/10、11/177:30～8:15津島市近郊の駅前

113 母子生活支援施設くぬぎの里 福岡県 
10月13日：日王の湯(温泉センター)12月13日：日王の湯(温泉センター)01
月29日：糸島市伊都文化会館

114 大分こども病院 大分県
当院外来にて来院者に配布。啓発ポスターは外来・病棟（3階・4階）・保
健センター、新型コロナワクチン接種センターに掲示。

115 株式会社きららホールディングス 秋田県 11月第3水曜日または任意の日7時40分～秋田市大町2丁目付近

116 株式会社不動産本舗 広島県 店舗にて配布

117 日本ユニバーサルモルック協会 東京都 10/22 11/15立川及び東京駅

118 ネイル・ワン 静岡県 サロンにご来店のお客様に配布

119 株式会社きららライフクリエーション 秋田県 11/26・27の周年イベント時

120 おさがり交換会わらしべ 愛知県 

おさがり交換会わらしべ11月22日　10：00-16：00　名古屋市吹上ホール
リトルママフェスタ内ブース11/25　10：30-13：30　名古屋市緑区鳴海ハ
ウジングセンター主催イベント11/26.27　10：00-16：00　刈谷市デンソー
夢卵サテライト会場ディースクエアおさがりブース

121 社会福祉法人下　関大平学園 山口県 11/3　10：00～12：00貴船連合自治会ウォークラリー大会（下関市）にて

122 一般社団法人日本プレミアム能力開発協会 宮崎県
当社発行の「児童虐待防止支援アドバイザー」通信講座が売れる度に、
テキスト等と一緒にマスクとチラシを送付します。

123 株式会社maira 大阪府 弊社のスタッフの研修の際に、啓発を行いたい。

124 一冨士フードサービス（株） 大阪府 2022年11月9日（水）9時～明治安田生命大阪梅田ビル周辺

125 株式会社シンワ・スポーツ・サービス 埼玉県 スイミングスクール3店舗とスポーツクラブ2店舗にて、会員様に配布。

126 株式会社アートクロス 東京都 11月15日～20日千疋屋ギャラリー（京橋本店2階）

127 一般社団法人 日本調査機構 大阪府 11月03日　9時から13時　　大阪市中央区　難波駅前　5ケ所

128 信州プロレスリング 長野県 
11月3日長野駅構内　オレンジリボンたすきリレーイベントにて配布　11
月17日無茶フェスにて　来場予定600名　長野県上田市清明小学校　来
場者に配布と訴求

129 NPO法人子育てパレット 東京都
「オレンジリボン&ドットリボン　ママフェスタ2022」11月25日東京都足立区
農業公園

130 大和商事株式会社 千葉県 11月初旬～本社・支店・各営業所（7カ所）にて

131 横浜キワニスクラブ 神奈川県 横浜駅11月中

132 松下政経塾オレンジリボン部
千葉県

神奈川県
11月第1週土日　千葉市動物公園11月第2週平日　松下政経塾付近11
月第3週土日　辻堂駅付近11月第4週平日　都賀駅付近

133 さわだスポーツクラブ 東京都 埼玉、東京、神奈川、千葉の体操施設

134 SOGAご当地アイドルプロジェクト実行委員会 千葉県 日時：11～12月の土曜日または日曜日の午後　　場所：JR蘇我駅周辺

135 赤穂市地域活動連絡協議会 兵庫県 11月の４児童館（赤穂、東、坂越、塩屋）での母親クラブのイベント。

136 わかば子ども食堂 兵庫県 11月10日芦屋市潮見集会所

137 一般社団法人ファミリー支援INV協会 北海道 
11/23 10:00-16:00苫小牧市民会館子育てまちづくり応援サミットへの共
催

138 株式会社波多野工務店 愛知県
10月30日イベント11月13日イベント11月27日イベント愛知県江南市草井
町南234番地

139 NPO法人兵庫子ども支援団体 兵庫県 ・講演会（ウィズあかし）・定期事業への参加者へ

140 株式会社　ビックカメラ 東京都 11月12・13日　千葉マリンズタジアムJDリーグ決勝トーナメント

141 株式会社福岡アンクラス 福岡県 
11月13日　スクール対抗サッカー大会もしくは、11月26日　スポーツ体験
ランド西区
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支援企業・団体名 都道府県 実施予定（日時、場所等）

142 社会保険労務士法人ＭＩＫＡＴＡ 北海道 期間：１１月中場所：弊社事務所、訪問先企業等にて配布

143 神戸ヤクルト販売株式会社 兵庫県 
・弊社本店、各営業所とヤクルトレディセンターにてポスターを掲示。・ヤ
クルトレディがお客さま宅訪問時にチラシを配布。・弊社本店と各営業所
入口にのぼり旗を設置。

144 NPO法人いずみの会 東京都
子育てひろば利用者、一時預かり利用者、保育園の保護者、公園利用
親子に、10月～11月配布。チラシは館内掲示等。

145 社会福祉法人 柚の木福祉会 福岡県 
保育所等訪問に行く際、園・学校関係者へお配りする。レストラン、菓子
店、スーパーにて配布する。

146 ぐるっとママ 神奈川県
11月⇒金沢区にて子ども会とフリーマーケット主催12月⇒横浜市南部市
場にてクリスマスコンサート主催

147 いなちち（稲城父親の会） 東京都 
10月23日9:00～15:00稲城市総合運動公園※市民祭りのイベントにへ配
布

148 子どもを虐待から守る会・まつもと 長野県 １１月３日　松本市民祭で配布。松本城～松本駅前

149 星槎レイクアリーナ箱根 神奈川県
日時：2023年5月14日(日)場所：星槎レイクアリーナ箱根内容：第39回箱
根路森林浴ウォーク2023

150 アルバルク東京 東京都 
11/26・27ホームゲーム@国立代々木競技場第一体育館でのブース出
展、その他地域イベント参加時の啓発

151 ゼンドラ株式会社 東京都
2022年11月～本活動に賛同いただけるクリーニング店・コインランドリー
店

152 春日市オレンジリボンの会 福岡県 
10月29日　春日市下白水ハローデイ店舗前10月30日　春日市宝町交差
点

153 児童家庭支援センターシャローム 埼玉県 11月12日～13日　日高市民まつり近隣市町村こども支援担当課に配布

154 がるまる 東京都 
10月29日（土）12時～　足立区押皿谷住区センター　こども食堂がるまる
お弁当配付11月7日（木）17時30分～　谷在家さくらパントリー　社会福祉
法人足立邦栄会特養さくら

155 バイオガイアジャパン株式会社 広島県 １１月中の土日、広島本通、広島駅にて実施

156 一般社団法人ケアサポートネットワークピーナッツ 石川県 １１月１日～３０日、２丁目カフェ内

157 株式会社保育のみらい 神奈川県
１１月５日（土）鶴見区　花月園公園　１０：００～１１：００保育園親子ふれ
あいデーにて配布、啓発

158 合同会社MMPR 東京都
11月1日～11月30日TAKEANAP板橋幸町店11月5日・6日潤水都市さが
みはらフェスタ２０２２

159 全日本不動産協会大分県本部青年部 大分県 １１月後半、大分駅前広場

160 結婚相談室アリスパートナー 神奈川県 11月27日(日)、神奈川県厚木市長谷1288-1曹洞宗蓬莱山長谷寺

161
一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財
団

東京都 11/5-6 第21回ドリーム夜さ来い祭り

162 auじぶん銀行株式会社 東京都 10/6～円定期預金キャンペーンにて

163 一般社団法人ANDMAMACO 宮城県 11/27 宮城県富谷＆MAMACOフェスタ（富谷市成田公民館）で配布

164 NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク 東京都 11/13 銀座数寄屋橋公園 13時～15時
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