
 

掲載名順不同 

 

後藤美賀子様 菊池 亜実様 浜谷典子様 

湘南まぜこぜ計画様 中山明子様 東浪見夏波様 

黒柳 奏子様 樺島知香様 MaaMaa 様 

まつもと薬局 大野伴和様 おいで薬局様 MIKU HOZUMI 様 

匿名ワーママ様 EDY 様 鈴木 英浩様 

青木 敏幸様 三浦ゆえ様 佐野 彩様 

母りすさん様 Tomoko ISOBE 様 まんだ林檎様 

津崎智子(ともぴ)様 実現しますように！様 島田光明様 

西村 悠介様 夕街昇雪様 freemindismine.com 様 

ドクター リエコ様 山本ゆり子様 白石あずさ様 

komura_moke 様 ふじみ様 加藤優子様 

石橋佑美様 白須 真鶴枝様 つきみ みよ様 

Tomomi 様 冨安久美様 柘植あづみ様 

太田絵梨様 福岡寛之様 旭の森助産院 西田久代様 

やまがた てるえ様 いのうえ ひろし様 田辺けい子様 

隣のおばちゃま様 藤岡智江様 とっこ様 

高瀬まどか様 富田貴美様 chocolabo 様 

レインボースマイル湘南様 ともこ様 ypresto 様 

渡邉 濯様 Miki.F 様 文治りょ様 

KAZUE 様 カリン酸様 大森匠悟様 



ナカジマ様 おがわ様 みなきんぐさん様 

SAORI KAMEI 様 ミコ猫様 YU 様 

宮下奈津子様 anonymous 様 野口翔平 産科麻酔医様 

櫻井裕子様 渋谷若菜様 餡ず様 

ながぞうさん様 Balance 様 石井健一様 

竹村毬乃様 渡邉紗恵様 坂井恵理様 

中 理恵様 ふっちー様 suyama Mari 様 

中谷奈央子様 Masaru Ushijima 様 かりゆし様 

太田さや子様 井出和夫様 etooo 様 

熊谷雅子様 オタアシア様 高橋幸子様 

mys 様 さくらんぼ様 加藤和彦様 

船津クリニック様 石原 燃様 みらい女子プロジェクト様 

やすな様 Kintyan 様 宋美玄様 

H.K.様 大橋由香子様 末次 由紀様 

阿部眞一郎様 星野貴泰様 我妻 澄江様 

イノタママ様 いましん様 柴田綾子様 

岡本久美子様 田中雅子（上智大学）様 まみごん様 

らいんむぎむぎ様 OC-Hirosaki 様 津田大介（ポリタス TV）様 

寺本久美子様 鵜久森 夏世様 合同会社合同屋様 

ぴろりん様 木下加菜様 KAN1995 様 

重見大介様 momonoka 様 山内崇顕様 

chibimaru 様 コンドームソムリエ Ai 様 林峰子様 

古池もも様 荻野珠美様 仲佐かおい様 

MakitaKaori 様 小川玲子様 たまかな様 

田間泰子様 しばさきゆみこ様 riekojazz 様 

SP 様 ヤマトサイビ様 JWEST#elle 様 

hiasa masami 様 うみ様 武石 万里子様 

米澤恒成様 齋藤千尋様 ゅぃ PHN 様 

中村葵様 ひよめき様 カルボ様 

さにこんぶ様 阿部真紀様 すーちゃん様 

しゅうとうみわこ様 にしぼりみほこ様 引地様 

Support 様 Yuki Horiuchi (広島)様 ウイ郎様 

すばる様 松澤冴子様 山内祐樹様 

鈴木航太様 中川香織様 太田寛＠産婦人科医様 

平田貴史様 生越 光様 株式会社 arca 様 

松本ひろみ様 森岡昌子様 池谷のぞみ様 

みこ様 佐藤 信之様 tantantaico 様 



會田洋平（飲み屋 えるえふる）

様 

ネオプラスファーマ株式会社

様 

勝どきウィメンズクリニック様 

  

小坂こども元気クリニック・病

児保育室様 

性暴力サバイバー 工藤千恵

様 

ラブライフカウンセラーぽかべ

様 

  

NPO 法人ピッコラーレ 中島か

おり様 

助産師のん（性教育カエルン

ジャーレッド）様 

緊急避妊薬の薬局での入手の実

現を願う市民様 

  
湘南藤沢インプラントセンター

様 

一般社団法人 FMF Japan 林

伸彦様 

今村久美（認定 NPO カタリ

バ）様  

トータルビューティーエステ

SILK 野川まなみ様 

性教育コミュニティ kokoro 

color 薪野聡様 

 

望まぬ妊娠で悩み悲しむ女性の

少しでもお役に立てたら嬉しい

です。様 

  

株式会社ツールポックス 富澤 

崇様 

医療法人社団浩真会 ヒロク

リニック 久保ちひろ様 

 

ココカラウィメンズクリニック 

産婦人科医 宮本由記様  

ひるぴー@比留間康二郎 有)ヒ

ルマ薬局様 

 

あすか鍼灸助産院 バンダー

レ明日香様 

  

緊急避妊薬の薬局での入手を実

現できますように。様 

 

株式会社メディカルシステムネ

ットワーク 薬局事業本部 鈴

木達彦様 

 

えんみちゃんの活動を応援す

る引退した某定時制高校の養

護教諭様  

みんパピ！みんなで知ろう

HPV プロジェクト 

 


