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2020年には全国のダイジェスト版に掲載して頂きました



7

「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 

 

 見た目ではわからない 自閉症をはじめとする発達障がいを より多くの

方に知って頂こうと 『癒しと希望の色』とされている「青(ブルー)」でラ

ンドマークをライトアップする『Light It Up Blue』
ライト イット アップ  ブルー

ですが ２０１１年

より日本でも取り組みが始まりました   大分県では２０１２年から国と

日本自閉症協会が中心となった 『世界自閉症啓発デー日本実行委員会』の

声掛けにより 別府市の別府タワーさんが「青(ブルー)」にライトアップさ

れています 

 大分市に於きましては「大分いこいの道広場」にあるモニュメント「１０

０年の樹」が 多くの市民の皆様や支援者様のお力添えで ２０１７年４月

２日より「青(ブルー)」にライトアップする事が出来ました 

 この活動を大分で多くの市民の皆様に周知頂く事を目的に その年の６月

に市民活動団体として 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会は

誕生致しました 

 

「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会は 

『Light It Up Blue』
ライト イット アップ  ブルー

の活動を通して 自閉症や発達障害の啓発を      

＿＿＿図ると共に 障害の有る人も無い人も互いに理解を深め            

＿＿＿＿＿「誰もが幸せに暮らせる街造り」に貢献します 
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Light It Up Blue @ 「１００年の樹」
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大分いこいの道広場「１００年の樹」
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大分市政１００周年記念モニュメント

「１００年の樹」

１９１１年

２０１１年
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Light It Up Blue @ 「１００年の樹」２０１８協賛看板
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２０１７年大分市で初めて自閉症啓発のブルーライトアップ
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「色」のイメージ 

 

 色にはイメージがついています また私たちもそのイメージによって日常

の生活を送っています  

 例えば突然「信号機の注意喚起が黄色でなく緑になったら！」「車のバッ

クランプが赤でなく黄色になったら！」きっと私たちは戸惑う事でしょう 

「黄色は注意！」「赤は危険！」と私たちは感覚の中でイメージしているの

です 

 黄色は「注意」の他に灼熱 金運等を表現し 赤には「危険」の他に情熱

や炎等を表現していると思われ その他の色もそれぞれにイメージを持って

います 

「青(ブルー)」には冷静な また癒しの色としてのイメージが有ります 

 周囲の環境によって心の平穏を保ちにくい自閉症の人たちが穏やかな心で

いられるよう 自閉症啓発のシンボルカラーとして「青(ブルー)」が選ばれ 

毎年 世界中で多くの国々が 自閉症への理解が深まる様に願いを込めて  

『Light It Up Blue』
ライト イット アップ  ブルー

 のイベントを行っています 

２０２２年も多くの青い光が皆様の心に響く事を願って 青い光を灯します 

応援宜しくお願い致します。 



Light It Up Blue @ 「１００年の樹」２０２１協賛看板
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『 wear blue 』

『希望と癒しと安心の色（ブルー）を
身につけて集まろう！』

Light It Up Blue で

アメリカ最大の自閉症支援団体
オーティズム・スピークスが始めました
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Light It Up Blue

2010since

Light It Up Blue 活動の起源

見えない障がいを理解してもらう為に

Share blue とも呼ばれています
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Share blue
『希望と癒しと安心の色（ブルー）を

身につけて集まろう！』という
コンセプトの元に

世界中で行われている活動です

私たち団体もTシャツを販売して
この活動を行っています

Tシャツ
1枚２５００円で販売しています

この中から生じる５００円の
利益は会の運営費として
使用させて頂いています

尚 ２枚目からの購入は
２０００円です


