
令和元年度 禁煙週間における取組の概要 東京都

1．名称 2．主催者（団体） 3．場所 ５．URL
（事業の告知先）

６．主催者問い合わせ先
７．事業内容
（対象、内容等）

８．連絡先

1

令和元年度「世界禁
煙デー」及び「禁煙週
間」の普及啓発パネ
ル展開催

東京都福祉保健局健
康推進課

都庁第一本庁舎１階 ５月３１日か
ら６月６日ま
で

東京都福祉保健局保健
政策部健康推進課
03-5320-4361

東京都庁第一本庁舎１
階入口エントランスに
て、たばこの健康影響
に関するポスター等の
パネルを展示

東京都福祉保健局保健
政策部健康推進課
03-5320-4361

2

世界禁煙デーポス
ター作成・掲示

東京都福祉保健局健
康推進課

都庁第一本庁舎１階 禁煙週間前
後

東京都福祉保健局保健
政策部健康推進課
03-5320-4361

世界禁煙デーポスター
を作成し、厚生労働省
発行のポスターととも
に執務室内に掲示する
とともに区市町村等へ
配布

東京都福祉保健局保健
政策部健康推進課
03-5320-4361

3

区広報紙及びホーム
ページによる普及啓
発活動

千代田区 5月20日 http://www.ci
ty.chiyoda.lg.j
p/koho/kenko
/kenko/kehat
su/kinen.html

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

区民やホームページ閲
覧者に禁煙週間（世界
禁煙デー）や受動喫煙
の悪影響について周知
を図る。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8171

4

区役所本庁舎、保健
所内放送による啓発
活動

千代田区 区役所

保健所

5月31日 11：00

14：00

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

来庁者に禁煙の啓発お
よび受動喫煙の悪影響
について周知を図る。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8171

5

「禁煙週間」ポスター
の掲示

千代田区 区庁舎、出張所、小・
中学校、図書館、ス
ポーツセンター、保健
所など

5月31日～6
月6日

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

区内約30施設内にポス
ターを掲示し、施設利
用者に禁煙週間（世界
禁煙デー）の周知を図
る。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

6

歯と口腔の健康づくり
講演会

保健所キャンペーン

千代田区 区役所

保健所

6月4日 13:30～15:10

10:00～15:00

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

歯と口腔の健康づくり
普及月間のキャンペー
ン事業として、無料歯
科健診を受けた方に対
し、禁煙に関するリー
フレットを配布し周
知・啓蒙する。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

4．日時
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7

庁舎内における禁煙
及び受動喫煙防止対
策に関する周知

千代田区 5月31日 千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

区職員に対し、庁舎内
における禁煙及び受動
喫煙防止対策に関して
Outlookを活用して周
知する。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

8

区有施設の喫煙状況
調査

千代田区 5月中 千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

公共の場・職場におけ
る受動喫煙防止を図る
ため、区有施設の喫煙
状況を調査する。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

9

禁煙支援薬局による
支援

千代田区 区内禁煙支援薬局17
箇所

通年 http://www.city
.chiyoda.lg.jp/ko
ho/kenko/kenk
o/kehatsu/kine
n.html

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

禁煙に取り組むきっか
けとして禁煙相談を無
料で実施する。

千代田保健所
健康推進課
03-5211-8172

10

本週間用ポスターの
掲示

中央区 中央区保健所
日本橋保健センター
月島保健センター

禁煙週間を
含め、その
前後

11

未成年者への喫煙防
止対策ポスターの掲
示

中央区保健所
健康推進課

開智日本橋学園中学
校・高等学校　都立晴
海総合高等学校　聖
路加国際大学　東京
医療学院　東京医療
福祉専門学校　東京
英語専門学校　東京

禁煙週間を
含め、その
前後

中央区保健所
健康推進課

未成年者への喫煙防止 中央区保健所
健康推進課
℡:03-0541-5963
Email:
kenko_03@city.chuo.lg.jp

12

広報誌等による普及
啓発活動

みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

港区広報誌「広報み
なと」

5月21日号 http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

世界禁煙デーおよび喫
煙の健康影響、禁煙に
取り組むヒントや区の
禁煙支援情報、受動喫
煙防止対策等に関する
記事を広報に掲載。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083
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13

禁煙支援ポスター（Ｃ
ＯＰＤ予防）の配布・
掲示

みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

区内施設、コミュニ
ティバス（ちいばす）車
内

6/1～6/30 東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性
肺疾患）予防のための
普及啓発ポスターを作
成し、区内施設及び、
コミュニティバス（ち
いばす）に掲載。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

14

禁煙相談 みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

みなと保健所 原則第２水
曜

9：00～12：00 http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

禁煙したい人やその家
族を対象に、専門員に
よる禁煙相談を月１回
実施（予約制）。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

15

港区禁煙支援薬局 みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

港区禁煙支援薬局 http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

区内の禁煙支援薬局に
おいて、薬剤師による
禁煙相談を実施。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

16

禁煙支援リーフレット
の配布

みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

みなと保健所 http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

乳幼児健診来所者や、
健康相談、健康講座の
参加者等に、禁煙方法
の分かるリーフレット
を配布。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

17

禁煙外来治療費の助
成

みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

みなと保健所 通年 http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

子どもや妊婦への受動
喫煙防止を目的とし
て、子育て中の働き盛
り世代に対し、保険適
用で受けた禁煙外来治
療費の一部を助成しま
す。

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

18

禁煙外来マップの配
布

みなと保健所
健康推進課
健康づくり係

みなと保健所
区内禁煙外来
港区禁煙支援薬局
区内指定医療機関

http://www.ci
ty.minato.toky
o.jp

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083

喫煙している区民に対
し、禁煙治療に関する
情報提供を図るととも
に、禁煙外来が身近に
あることをマップを通
して知ってもらい、治
療につながりやすい環

東京都港区みなと保健
所健康推進課健康づくり
係
03-6400-0083
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19

アルタビジョンへの望
まない受動喫煙防止
対策の広告の掲載

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係

アルタビジョン（東京
都新宿区新宿3-24-
3）

5/31
～
6/6

10:00
～
24:00
(随時)

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

主として喫煙者及び飲
食店を対象として、望
まない受動喫煙の防止
を呼び掛ける広告（1
回15秒程度、他の広告
等の合間に随時）を掲
載する。

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

20

広報紙による世界禁
煙デー・禁煙週間の
お知らせ

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係

広報紙 5月25日号 新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

世界禁煙デー・禁煙週
間のお知らせととも
に、区のたばこ対策に
ついて紹介している。

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

21

ツイッターによる世界
禁煙デー・禁煙週間
のお知らせ

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係

広報紙 5月31日 新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

世界禁煙デー・禁煙週
間のお知らせととも
に、区のたばこ対策に
ついて紹介している。

新宿区
健康部健康づくり課
健康づくり推進係
03-5273-3047

22

受動喫煙防止啓発ポ
スターの掲示

文京区 ・区設掲示板（街頭に
約200基設置）
・区役所地下２階ギャ
ラリーモール

令和元年5月
27日～6月3
日

保健衛生部生活衛生課
管理計画係
03-5803-1223

対象：区民
内容：望まない受動喫
煙の防止について普及
啓発

保健衛生部生活衛生課
管理計画係
03-5803-1223
b380500@
city.bunkyo.lg.jp

23

「世界禁煙デー」「禁
煙週間」に関する区
報掲載

文京区 区報ぶんきょ
う　5/10号

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区民
内容：たばこと健康に
関する啓発記事、相談
先を掲載

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp

24

子どもの受動喫煙防
止に向けた大人のマ
ナー啓発ポスター掲
出

文京区 区設掲示板
保育園
幼稚園

令和元年5月
２７日～6月3
日

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区民
内容：世界禁煙デーにあわせ
て禁煙希望者の禁煙支援、受
動喫煙防止及び未成年者の喫
煙防止対策等、喫煙による健
康への悪影響から人々を守る
ことを目的とした普及啓発

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp
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25

たばこと健康 文京区 ホームページ 通年 http://www.ci
ty.bunkyo.lg.jp
/hoken/kenko
/seikatsusyuk
an/tabakoken
kou.html

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区民
内容：たばこの健康影
響について

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp

26

禁煙支援 文京区 ホームページ 通年 http://www.ci
ty.bunkyo.lg.jp
/hoken/kenko
/seikatsusyuk
an/tabakoken
kou.html

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区民
内容：文京区で禁煙治療
を受けることができる医
療機関マップ
（母子健康手帳交付時、
母と子の保健バックに
リーフレット封入）

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp

27

小学生・中学生向け
三つ折りリーフレット
配布

文京区 区立小学校
区立中学校
ホームページ

令和元年5月
下旬～

http://www.ci
ty.bunkyo.lg.jp
/hoken/kenko
/seikatsusyuk
an/tabakoken
kou.html

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区立小学６年
生、中学３年生、区民
内容：たばこと健康被
害について

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp

28

健康教育講演会
「さらばたばこ
～その禁煙宣言、お
手伝いしましょう～」

文京区 文京シビックセンター　
スカイホール

令和元年6月
6日

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231

対象：区内在住、在
勤、在学
内容：禁煙希望者の禁
煙支援、喫煙による健
康への悪影響から人々
を守ることを目的とし
た普及啓発

保健衛生部健康推進課
地域保健担当
03-5803-1231
ｂ384000＠
city.bunkyo.lg.jp

29

禁煙週間キャンペー
ンブース展示

台東保健所保健サー
ビス課

・台東保健所１階
・浅草保健相談セン
ター１階
・台東区役所１階
・台東区生涯学習セ
ンター１階

５月２４日
(金）～６月７
(金）

会場によって
異なります。

準備中 保健サービス課健康推
進担当
℡03-3847-9406

区民に対し禁煙による
健康被害と受動喫煙防
止の必要性について啓
発する

保健サービス課健康推
進担当
℡03-3847-9406

30

禁煙週間普及啓発事
業「スモークフリーな
すみだ」をめざして

墨田区 区役所１階アトリウム ５月28日
（火）

10時～16時 ５月中旬以降告
知

墨田区保健計画課健康
推進担当
電話：5608-8514

【対象】
どなたでも
【内容】
・たばこの健康影響に
関する展示
・区の受動喫煙防止対
策事業の紹介　等

墨田区保健計画課健康
推進担当
電話：5608-8514

http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/seikatsusyukan/tabakokenkou.html
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31

品川区ホームページ
にて、世界禁煙デー・
禁煙週間の啓発

品川区 品川区ホームページ 平成31年4月
10日以降

https://www.city.
shinagawa.tokyo.j
p/PC/kenkou/ke
nkou-
dukuri/kenkou-
dukuri-
kinenday/index.ht

品川区健康推進部健康
課受動喫煙対策担当
03-5742-7136

世界禁煙デー・禁煙週
間のお知らせを品川区
ホームページに掲載

品川区健康推進部健康
課受動喫煙対策担当
03-5742-7136

32

品川区庁舎内に、世
界禁煙デー・禁煙週
間の啓発ポスター掲
示

品川区 ①本庁舎2階　旧喫煙
ブース

②第二庁舎3階　旧喫
煙ブース

令和元年5月
31日～令和
元年6月6日

品川区健康推進部健康
課受動喫煙対策担当
03-5742-7136

世界禁煙デー・禁煙週
間が定められているこ
とと受動喫煙防止の取
り組みを職員、来庁者
に向けて周知する。

品川区健康推進部健康
課受動喫煙対策担当
03-5742-7136

33

パネル展示 目黒区 目黒区総合庁舎本館
1階西口ロビー

5月28（月）～
５月31日
（木）

8:30～17:15 目黒区健康推進課
健康づくり係
03-5722-9586

区民に対し、タバコ対
策についてパネル展示
やパフレットでの情報
提供

目黒区健康推進課
健康づくり係
Ｔｅｌ：03-5722-9586
Ｆａｘ：03-5722-9329

34

たばこの健康影響に
関する情報提供、公
共の場・職場等にお
ける受動喫煙防止の
推進

大田区 大田区ホームページ 通年 ｈｔｔｐ：
//www.city.ota.to
kyo.jp/ｓｅｉｋａｔｓｕ
/ｈｏｋｅｎ/ｋｅｎｋｏ
ｄｕｋｕｒｉ/ｏｔｈｅｒｊｏ
ｈｏ/ｔａｂａｃｏ/ｔａｂ
ａｋｏｋｅｎｋｏｕ.ｈｔ

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

たばこと健康被害等に
関するページを設置。　
　　禁煙外来医療機関
名簿を掲載。

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

35

「世界禁煙デー・禁煙
週間」に関する区報
掲載

大田区 5月21日号掲載 大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

対象：区民　　　　　　
　内容：世界禁煙
デー・禁煙週間の周
知。受動喫煙による健
康被害の影響等を掲
載。

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

36

パネル展及び禁煙相
談

大田区 大田区役所1階北ロ
ビー

5/31～6/5 5/31（15：
00）～6/5
（16：00）　※
禁煙相談に
ついては、
5/31の15：00
～16：30

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

たばこ関連のパネル展
示、パンフレットの配
布。呼気一酸化炭素濃
度を測定しながらの禁
煙相談。

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661
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37

受動喫煙防止啓発
グッズの配布

大田区 大田区役所本庁舎玄
関周辺

5月31日 14：00～　　　　
※グッズがな
くなり次第終
了

大田区役所　　　　　　　　　
　健康政策部健康づくり
課　　健康づくり担当　　　
　　　　　　03-5744-1661

都作成の受動喫煙防止
啓発グッズ300個を配
布。併せてパネル開催
中であることを周知。

38

区政ＰＲコーナー 世田谷保健所 区役所第一庁舎１階 2019年6月10
日(月）～
2019年6月14
日(金）

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

禁煙支援、喫煙や受動
喫煙の健康影響などに
関するリーフレット等
の配布

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

39

世界禁煙デーに関す
るポスター掲示

世田谷保健所 区役所第二庁舎及び
区内施設

４～５月 世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

厚生労働省の「世界禁
煙デー」における啓発
普及用ポスターを庁舎
及び区内施設に掲示す
る。

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

40

医療機関等と連携し
た禁煙希望者への禁
煙支援

世田谷保健所 各検診会場 通年 世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

肺がん検診、成人歯科
検診・口腔がん検診、
特定健診の問診におい
て禁煙希望の意向を確
認し、禁煙希望者へ禁
煙治療医療機関を案内
する。

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

41

妊娠期面接での普及
啓発

世田谷保健所 各総合支所健康づく
り課

通年 世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

妊娠期面接において、
喫煙をしている妊産婦
やその家族がいた場合
には、各種健診等の機
会を通じて禁煙支援を
継続して行う。

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

42

禁煙支援リーフレット
の配布

世田谷保健所 世田谷保健所・各総
合支所健康づくり課
等

通年 世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354

世田谷保健所、各健康
づくり課などにおい
て、禁煙支援リーフ
レットを配布する。

世田谷保健所健康企画
課
電話03-5432-2354
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43

区ニュース5月15日号 渋谷区 区ニュース配布 5月15日 https://www.city.
shibuya.tokyo.jp/

渋谷区健康推進部
地域保健課
健康推進係

禁煙週間の周知啓発 03-3463-2412（直通）

44

ポスター掲示 渋谷区 渋谷区役所本庁舎
および
区内3か所の保健相
談所

5月～6月 なし 渋谷区健康推進部
地域保健課
健康推進係

禁煙週間の周知啓発 03-3463-2412（直通）

45

区ホームページ掲載 渋谷区 区ホームページ 5月15日～6
月14日

https://www.city.
shibuya.tokyo.jp/

渋谷区健康推進部
地域保健課
健康推進係

禁煙週間の周知啓発 03-3463-2412（直通）

46 パネル展示 中野区
中野駅ガード下ギャラ
リー

5月15日～5
月31日

未定
中野区保健企画課
03-3382-2428

禁煙及び受動喫煙防止
に関するパネル展示に
より一般区民への禁煙
に対する啓発を行う。

東京都中野区健康福祉
部保健企画課
03-3382-2428

47

横断幕掲出「望まな
い受動喫煙をなくしま
しょう　5月31日は世
界禁煙デー」

中野区 中野区役所8階外壁
5月15日～5
月31日

未定
中野区保健企画課
03-3382-2428

受動喫煙の防止を呼び
かける横断幕を掲出す
る。

東京都中野区健康福祉
部保健企画課
03-3382-2428

48 街頭キャンペーン
中野区（中野区医師
会との共催）

中野駅周辺 5月31日
午前10時～
11時（予定）

未定
中野区保健企画課
03-3382-2428

「世界禁煙デー」及び
「禁煙週間」の啓発を
目的としたポケット
ティッシュを中野駅前
の通行人に配布する。

東京都中野区健康福祉
部保健企画課
03-3382-2428
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49

高血圧予防教室 杉並区 高井戸保健センター 5月31日 9：30～15：30

http://www.city.suginami.tokyo.jp/

高井戸保健センター
高血圧予備群に対し、高
血圧の正しい知識と発症
予防法について体験プ
ログラムを中心とした講
座を開催する。

東京都杉並区杉並保健
所高井戸保健センター
電話03-3334-4304

50

COPD教室 杉並区 高円寺保健センター 5月15日 13:00～16:00

http://www.city.suginami.tokyo.jp/

高円寺保健センター COPDの正しい知識を普
及啓発し、重症化の予
防を図る。

東京都杉並区杉並保健
所高円寺保健センター
電話03-3311-0116

51

禁煙チャレンジ教室 杉並区 杉並保健所 6月22日 13：30～15：
30

http://www.city.suginami.tokyo.jp/

杉並保健所健康推進課 タバコや加熱式タバコ
のことを知り、禁煙の
工夫を啓発する。

東京都杉並区杉並保健
所健康推進課
電話03-3391-1355

52

・広報
・区ホームページ 
  
  
・保健所施設内展示

豊島区長崎健康相談
所

豊島区ホームページ

豊島区広報5/21号

随時
豊島区広報
5/21号

http://www.ci
ty.toshima.lg.j
p/220/kenko/
kenko/180313
0901.html

豊島区長崎健康相談所
03-3957-1191

・喫煙者・禁煙希望者向
けに区ホームページで、
「禁煙成功の秘訣」でタ
バコの害や、禁煙方法、
禁煙相談等について掲
載。
豊島区広報5/21号でも、
タバコの害・禁煙方法に
ついて掲載。　　　　　　　　
　　　　　・保健所内掲示
板等に禁煙の情報展示

豊島区長崎健康相談所
03-3957-1191

53

禁煙週間館内装飾 北区 王子健康支援セン
ター・赤羽健康支援セ
ンター・滝野川健康支
援センター

5/31～6/6 健康推進課赤羽健康支
援センター　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
℡　3903-6481

・禁煙週間コーナーの
設置（赤羽健康支援セ
ンター）喫煙の害、受
動喫煙、禁煙に関する
リーフレット等を設置

健康推進課赤羽健康支
援センター　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
℡　3903-6481

http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.toshima.lg.jp/220/kenko/kenko/1803130901.html
http://www.city.toshima.lg.jp/220/kenko/kenko/1803130901.html
http://www.city.toshima.lg.jp/220/kenko/kenko/1803130901.html
http://www.city.toshima.lg.jp/220/kenko/kenko/1803130901.html
http://www.city.toshima.lg.jp/220/kenko/kenko/1803130901.html

