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その他、たくさんの個人の方からもご協力をいただきました。ありがとうございました。

令和元年度　岡山市オレンジリボンキャンペーンに

ご協賛・ご協力いただいたみなさま
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子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボンを広める全国的な市民運動です。
厚生労働省では児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」
と定めており、民間・地方自治体・国が連携したオレンジリボンキャンペーン
が全国的に広がっています。

岡山市では、平成19年度より、子どもや子育てに関わりの深い団体から構成
される実行委員会を結成し、地域ぐるみでオレンジリボンキャンペーンを推進
しています。｠

オレンジリボンキャンペーンとは

令和元年度　活動報告



令和元年度　キャンペーン活動一覧

ファジアーノ岡山公式戦岡山市サンクスマッチ

シティライトスタジアム

6月1日（土） 来場者に子ども虐待防止の○×クイズを実施

参加者にはファジアーノ岡山×オレンジリボンコラボ限

定缶バッジを、先着1000名様にプレゼント

サッカー J2リーグ ファジアーノ岡山 VS 愛媛FC

スタジアム前にオレンジリボンキャンペーンブースを設置してPRしました。

例年配布しているオリジナル限定缶バッジはサポーターさんにも大人気です。

ファジ丸もオレンジリボンたすきを着用し、のぼりを片手に子どもたちと記念撮影！

保育園児のみなさんの元気いっぱいなパフォーマンスで幕を開けたオレンジリボンフォーラムを土曜日に開催し1日中多くのお客様で賑わいました。

中学校合唱部の演奏や、地元ダンスチームのパフォーマンス、アーティストのみなさんの素晴らしいステージで年齢問わずお楽しみいただける内容でした。

会場には岡山市の子ども虐待の現状等の資料や子ども虐待防止啓発ポスター、ポスターコンテスト優秀作品を展示したほか、子ども虐待について知っていただくことを目的に、簡単な○×クイズを実施。また、

子育て情報コーナーや親子で楽しんでいただけるように体験あそびコーナーを充実させました。おもちゃ王国さんのブロックすなばでは、角の丸いブロックで小さいお子さまでも安心して遊べました。子どもの

やってみたい！気持ちを大切に、さまざまな遊びや手づくりおもちゃに挑戦。大江紙器さんのダンボール迷路は大人気で、たくさんの子どもたちが、チャレンジしていました。会場では、お子さまをあたたかく

見守りながら、保護者の方がスタッフと気軽に子育てについて話す様子が見られました。

ファジアーノ岡山公式戦 岡山市サンクスマッチ 第13回  オレンジリボンフォーラム in イオンモール岡山

毎年、たくさんの温かい作品の応募

があります。ポスターを描くにあた

って、家族の思い出の写真を見返し

たり、生まれた時の話しをしたり、

子ども虐待問題について家族で考え

るきっかけになったと、保護者の方

からも感想をいただきました。

オレンジリボン
ポスター

コンテスト

オレンジリボンチャリティーバザー
岡山市役所

市民ホール

11月1日（金）

協力企業・農家さんからの提供品を格安に販売、啓発グ

ッズの紹介

児童虐待防止推進月間PR

岡山市役所

11月 本庁舎に懸垂幕を掲揚し広く市民に啓発

子ども虐待防止メッセージとともにキャンペーンソング

「Here I am」を毎日、庁内放送

オレンジリボンフォーラム

イオンモール岡山

11月9日（土） 大型商業施設にて、親子で参加できる体験あそび、子育

て情報コーナーの設置のほか、子育て応援スペシャルラ

イブを開催

岡山城ライトアップ

岡山城

11月27日（水）
岡山城を子ども虐待防止の象徴であるオレンジ色にライ

トアップ

人権フェスティバル

岡山ドーム

12月1日（日） いろんなリボンのぬり絵を実施

ぬり絵を通じて、子ども虐待だけでなく、さまざまな人

権問題を周知

岡山シティエフエム　レディオモモ

通　年

FM79.0MHz　毎月第2木曜日　午前8:20～

オレンジリボンについて紹介コーナー

親子情報誌　HUGHUG
毎月号にオレンジリボンに関する記事を掲載

わくわく子どもまつり

岡山ドーム

11月3日（日）
いろんなリボンのぬり絵やオレンジリボン作りに親子で

参加してもらい、リボンに込められた意味を周知

オレンジリボンシール大作戦

11月 市内の保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・特

別支援学校に通う全児童にオレンジリボンシールを配布

（10万枚）

オレンジリボン展

岡山市役所市民ホール

10月31日（木）

～ 11月1日（金） ポスターコンテスト優秀作品の展示や、オレンジリボン、

虐待防止啓発ポスター、リーフレット等で啓発

オレンジリボンポスターコンテスト
7月～ 11月 夏休みの宿題として、岡山市内の小・中学生を対象にポ

スターコンテスト作品を募集、優秀作品を表彰・展示

岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員会では、たくさんのご支援を

いただいて、子ども虐待防止啓発活動を行っています。

ご寄付をはじめ、商業施設での啓発活動やポスター・ミニのぼりの掲示、

オレンジリボン支援自動販売機の設置・利用、ケンタッキー・フライドチ

キンさんのカーネル立像へのたすき着用などのほか、イベント開催時に、

絵本やジュース、お菓子のご提供、バザーの際、野菜や商品のご提供など、

ご協力をいただきました。

岡山シティ FMレディオモモさんでは、

毎月第2木曜日　午前8時20分～　

オレンジリボンキャンペーンについて、

ラジオ放送のご協力をいただいています。

オレンジリボンキャンペーンへさまざまな形でご協力いただいています

わくわく子どもまつり 人権フェスティバル

岡山市のオレンジリボンキャンペーンへのご寄付のお礼として、啓発グッズを

お渡ししています。グッズを活用することで周知啓発にご協力いただいています。

サイズ豊富なバッグやポーチ、マスキングテープ、車体用マグネットのほかに、

ポロシャツやパーカーなど使いやすいグッズを作成し、協力をお願いしています。

その他のグッズはHPでご紹介しています。

※グッズをご希望の方は、事務局までご連絡ください。

いろんな色のリボンに、

様々なメッセージが込

められています。

ぬり絵を通じて、オレ

ンジリボンの意味や、

他のリボンの意味を知

っていただけるよう実

施しています。

一人ひとりにできる子ども虐待防止啓発を目指して、

布製のオレンジリボンづくりに協力してくださる団体を募集。

希望者には、作成キット

（1セットで50個作製可能）

を無料でお渡しし、

作成・着用・配布の

ご協力をいただきました。

ひとつひとつ手づくりしながら、

子育てについて話しをする。

身近な啓発活動として

拡まっています。

※作成キットを希望の方は、
　事務局までご連絡ください。

みんなでつくろうオレンジリボン

11月の「児童虐待防止推進月間」に

オレンジリボン運動を広く周知する

ことを目的に、

市役所本庁舎には懸垂幕を掲揚し、

職員も名札にオレンジリボンをつけて

業務にあたりました。

毎日12時には、子ども虐待防止メッ

セージとともに、オレンジリボンキャ

ンペーンソングを庁内放送しました。

また、岡山市の象徴でもある岡山城を

オレンジ色にライトアップしました！

児童虐待防止推進月間PRの取り組み

【小学生の部】 【中学生の部】

【小学生の部】 【中学生の部】

岡　山　市　長　賞

実　行　委　員　長　賞

啓発のために

チラシ・リーフレット・

クリアファイルを

配布しました


