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Light It Up Blue@「１００年の樹」2022 開催に際して 

 

 自閉症をはじめとする発達障がいと診断される方々は年々増加の傾向を辿っています。 

  平成２９年度の学校基本調査によりますと、全国の公立小中学校で、「発達障がい」により「通

級指導」を受けている児童・生徒が 9 万人を越えていることがわかりました。 

 その数は、この２０年で 7 倍以上に増え、診断を持たず、支援者の状況判断から推測して「発

達障がい」と思われる児童の数は在校生のおよそ 6.5％にのぼると言われています。 

これは１クラスの上限を３５人とした場合に、２〜３人の児童は発達障がいであるという事にな

ります。 

 

 「自閉症」というのは「自ら心を閉ざしている病気」ではありません。先天的な脳機能の違いが

原因となる障がいだと考えられています。また「発達障がい」は見た目からは分かりにくく、世間

的に「本人の努力不足」や「親のしつけの問題」などと思われたりすることもあります。 

 「引きこもり」と言われている問題には「発達障がい」が関係しているとも言われています。 

 

 「自閉スペクトラム症」との診断を受けている人が、社会に影響する事件の被疑者になっている

事で「発達障がい」や「自閉症」の事をよくご存知ない方には、「発達障がい」を持つ人が「近づ

きにくい人」「理解しがたい人」と思われてしまう場合があります。そんな心の壁を取り除いてい

く事は本当に大切な事だと思います。 

 

 その為、外見だけではわからない障がい、自閉症をはじめとする発達障がいの存在を伝える

為、青色をシンボルカラーにして行う、「ライト・イット・アップ・ブルー(Light It Up Blue)」 

という取り組みが毎年世界中で行われています。 

 

「ライト・イット・アップ・ブルー(Light It Up Blue)」はニューヨークに本拠地のある世界最

大の自閉症支援団体「Autism Speaks」が 2010 年に始めたのが起源で、国連で定めた４月２日の

「世界自閉症啓発デー」に合わせて、誰でも参加できる活動として、ランドマークや名所旧跡を青

色でライトアップする活動です。 

 現在ではライトアップだけではなく、啓発に関するさまざまな啓発イベントが行われ、世界１７

２カ国以上の国々でこの活動は広がっています。 

 

日本でも４月２日から８日迄を「発達障害啓発週間」とし、２００箇所以上の地域で「ライ

ト・イット・アップ・ブルー(Light It Up Blue)」 と合わせて、自閉症をはじめとする発達障が

いの存在を伝える為、啓発セミナーや展示イベント等が行われています。 

 

 私たちの地元大分に於きましても、自閉症をはじめとする発達障がいの理解者が増える事を願っ

て、私たち『 １００年の樹 ブルーライトアップ実行委員会  』は、４月２日から８日迄の「世界

自閉症啓発デー」並びに「発達障害啓発週間」の期間に大分駅側の「大分いこいの道広場」や「J:COM

ホルトホール大分」に於いて『 Light It Up Blue@「１００年の樹」』と題した啓発イベントを毎

年開催しています。2022年も「大分いこいの道広場」の「１００年の樹」を青く染め、「J:COM ホ

ルトホール大分」に於いては、絵画や啓発パネルの展示、講演会や食品やアートグッズ販売等、様々

なイベントを企画しています。 

 是非とも趣旨をご理解頂き、イベントへの応援とご参加を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

                                       「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 



計画コンセプト
⾃閉症をはじめとする発達障がいの啓発の為に、国連に於いて毎年４⽉２⽇を

『世界⾃閉症啓デー』と定められました。
これに伴い、今では世界１７２カ国で『Light It Up Blue（ライト・イット・

アップ・ブルー）＝（ランドマークや名所旧跡をブルーにライトアップして啓発
する活動）』が⾏われています。

そして⽇本でも全国２００箇所以上の場所で様々な活動が⾏われています。
この活動を⼤分市の中⼼部となる『⼤分いこいの道広場の「100年の樹」』と

『J:COMホルトホール⼤分』等の周辺地域で⾏い、自閉症をはじめとする発達障が
いの理解を深め、『分かり合う』事で、誰もが幸せに暮らせる街造りに貢献します。

『世界⾃閉症啓発デー』 とは

h"p://www.worldau.smawarenessday.jp/
日本実行委員会公式サイト

『全国のLight It Up Blueの様⼦』

h"ps://www.happy-au.sm.com/
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事業内容

・世界⾃閉症啓発デー（4⽉2⽇）・発達障害啓発週間（4⽉2⽇〜8⽇）に啓発活動
の⼀環として ⼤分駅上野の森⼝に有る ⼤分いこいの道広場「100年の樹」の周
辺に啓発の為の看板を設置し、夜間ブルーにライトアップする

・啓発活動の⼀環として ⾃閉症児・者のアート作家の作品展⽰並びに⾃閉症児・
者の作家の関連商品の販売をJ:COMホルトホール⼤分のロビー・エントランスホー
ルにて⾏う

・啓発活動の⼀環として ⾃閉症児・者の⽇常を捉えた写真の展⽰並びに障がい有
無に関わらず相互理解を果たす為の講演会やイベントをJ:COMホルトホール⼤分に
て⾏う
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私たちは自閉症をはじめとする発達障がいを知って頂き
誰もが幸せに暮らせる街造りに貢献する為に

３つの目的を共有し
啓発に関するイベントを行います

【⽬ 的】

１）⾃閉症をはじめとする発達障がいの啓発

⾃閉症をはじめとする発達障がいのある⼈の⽣活や就労の様⼦を通じ
て、⼈としての豊かな内⾯を感じていただくことで、⾃閉症をはじめ
とする発達障がいに関⼼を寄せてもらう きっかけをつくる

２）⼤分県の⾃閉症をはじめとする発達障がいのある⽅の活動振興

⾃閉症をはじめとする発達障がいのある⼈の表現作品（アート作品等）
を通じて、多様な価値の共有を認めるきっかけとなり ⼀般市⺠の⾃閉
症をはじめとする発達障がいに対するネガティブなイメージを変える
きっかけをつくる

３）障害有無に関わらず相互理解を果たす

参加者が楽しく友好し、様々な講演会やセミナーを通じて、学びながら

『わかり合う』事をテーマに 先ずは共感から 理解を共有する事で 楽し
さを感じてもらい ⾃閉症をはじめとする発達障がいのある人の理解へ
と繋げる きっかけをつくる

「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会の目的



『 Light It Up Blue ＠「１００年の樹」基本プラン』
４月２日〜８日(世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間）

１）自閉症・発達障害の啓発の為のイベント

協賛各社の紹介 並びに 発達障がい児・者の日常や療育の様子を伝える写真パネル展

日時 4/2～4/8   10：00～21：00   （最終日16：0０終了）
会場 エントランスホール １１３

日時 4/２ 10：00～21：00
会場 大ホール・小ホール （映像で振り返るLight It Up Blue と自閉症支援の歴史）

発達障がい児・者の支援団体による啓発展示 （自閉症・発達障害のある作家の活動展示等）

日時 4/2 10:00〜13:00 （準備） 13：00～21：00 (展示）
日時 4/3～4/8   9：00～21：00   （最終日16：0０終了）
会場 エントランスホール １１４ １１５

就労を目指す発達障がい児・者による屋外スペースでの食品等の販売

日時 4/2 16：30～19：30      4/3〜4/8（但し就労支援団体の活動日のみ） 11：00～14：00
会場 エントランスホール １０１

２）大分県の自閉症はじめとする発達障がいの啓発活動振興の為のイベント

アート作品展（案） （※ 人権啓発センター ヒューレおおいた ）

自閉症児・者アート作家 並びに 障がいや人権問題に関しての啓発作品展示

日時 4/２～4/28（予定） 9：00～１８：00   （最終日12：0０終了（案））
会場 人権啓発センター ヒューレおおいた （案）

発達障がい児・者に関わる商品販売 （※ 市民図書館前スペース）

日時 4/2～4/8 １0：00～18：00 (最終日16：0０終了）
会場 エントランスホール 111 112

３）障害有無に関わらず相互理解を果たす為のイベント

（大分県自閉症協会主催 世界自閉症啓発デー行事）

大分県発達障がい者支援専門員 認定証認証式 １２：３０開演

『世界自閉症啓発デーと発達障がい児・者に関する基調講演 』

講師 ◯◯ ◯◯氏 １３：００開演 １５：００終演

発達障がい児・者 相談会 15:00〜17:00
日時 ４月２日〜８日(発達障害啓発週間）の期間中の土日のいずれか

１２：００開場 １２：３０開演 １５：００終演 （相談会終了１７：００）

会場 大ホール 小ホール 大会議室 及び 会議室 など
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2020 4/2〜8

2021 4/2〜8

2021 4/2〜8

２０２０年１１月７日 １４：００〜１４：５５

２０２０年１１月８日 １５：０５〜１６：００

２０２１年４月３日 ①１２：３０〜１３：００ ②１３：００〜１５：００

２０２０年１１月８日 １４：００〜１４：５５

２０２０年１１月７日 １５：０５〜１６：００

ご覧の日程で 2020年に開催したものと
2021年４月２日〜８日に 開催予定のものです‼

2021 4/1〜30

イベント開催例 ２０２０年４月より

検討中
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事業計画案
2021年事業フライヤー
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2021年事業フライヤー



点灯式(2019年）

点灯式

2021年４月2日（金）



コンサート （2019年)
歌⼿ ⾼橋亜美（mon）⽒

うまれてきてくれて
ありがとう



講演会（2019年 2020年）

発達障がいとコミュニケーション 講師 岩川 義枝 ⽒

短期記憶で悩む発達障がいの⽅へ
講師 松井 達治 ⽒

発達障がいとアンガーマネジメント 講師 内⽥ 俊晴 ⽒

子どもが輝く ほめる力
講師 ⽵下 幸喜 ⽒
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アート作品展示（エントランスホール１１４・１１５）

就労施設等の販売（エントランスホール１０１）
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協賛各社の紹介・療育パネル写真展（エントランスホール１１３）

アート作品関連グッズ等の販売（エントランスホール１１１・１１２）
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協賛各社紹介（エントランスホール１１３）

世界自閉症啓発デー啓発イベント基調講演主催

Light It Up Blue@「１００年の樹」2022 イベント共催

2021年４月３日（土）

・はじめに
① 障がいって何??
② 発達障がいについて
③ 自閉症・学習障害・
ADHDの理解と心がけた
い対応
④ コロナ禍の対応
・おわりに

本日のメニュー

長時間宜しくお願いします。オンラインで視聴の方々は、
お茶を飲んだりしながら楽にお聞きください。講師 雫石弘文氏

新型コロナウィルス感染拡大防止の為リモート配信のみの講演を実施
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協賛各社紹介（エントランスホール１１３） 2022年（予定）



協賛各社紹介（エントランスホール１１３） 2022年（予定）
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社会福祉法人 萌葱の郷

どんこの里いぬかい

当事者の療育の様子

パネル写真展（エントランスホール１１３）

2021年
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パネル写真展（エントランスホール１１３）

当事者の療育の様子 2021年
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パネル写真展（エントランスホール１１３）

当事者の療育の様子 2021年



21

パネル写真展（エントランスホール１１３）

当事者の療育の様子 2021年


