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2021イベント⼀�

�界⾃閉��発デーin Hakodate 2021

【北陸�⾏�稜���】2/1〜4/2
 ☆�4回ゆうあいアート�

【JR���北⽃�】3/27〜4/4
 ☆�鮮なシイタケ�売��3/27
 ☆�発パネル�⽰�3/27〜4/4

【ふらっとDaimon】3/27・28
 ☆動�上映�「�開�����
  『�がいを⽣きる。�しく⽣きる。」他
 ☆⼀�ミュージアム
 ☆ふらっとCafe

【�� 蔦�書�】3/28〜4/8
 ☆動�上映�「�開�����
  『�がいを⽣きる。�しく⽣きる。」他�3/28
 ☆DVD・書籍��コーナー�3/28〜4/8

【���中央�書�】3/29〜4/8
 ☆�発パネル�⽰
 ☆���等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・児�発��援事業情�ｺｰﾅｰ
 ☆��書籍��コーナー

【�����ホール】3/30・4/2〜8
 ☆スプリングフェスタ2021〜⾃閉��発コンサート
  by �愛女��等�����局�3/30
 ☆�8回⾃閉��発デー・アート��4/2〜5
 ☆Kazumaくんのデジタル��上映�4/2〜5
 ☆DVD「⾃閉�とともに」上映�4/2
 ☆LD/ADHD等の�理的疑�体�プログラム�4/2・3
 ☆動�上映��「�開�����
  『�がいを⽣きる。�しく⽣きる。』」他�4/2
 ☆お��きますカフェ by �����4/3
 ☆プログラミングドローン操作体��4/4

【��あうん堂ホール】4/1
 ☆ブル−キャンドル・プレミアム・ライブ
  〜�⽥�平とShiga's〜⼀��りのドリームバンド

【協⼒���】4/1・2
 ☆Candle Night around �稜�タワー in Blue

【�の�】4/2
 ☆��ておしゃべり�場

【�の� なないろ・ななえ】4/2〜8
 ☆こどもイベントサークル ハッピー
  〜�別����〜
 ☆オリジナルポスター�⽰
 「⾃閉�の�どもたちの⽇常」
  &「T�の⾃閉��援の��」

【��⼀�】4/2〜8
 ☆�積�⽇���「⻘の�界」

【シネマアイリス】4/2〜15
 ☆映�「�ひも」上映

【�立�����前�場】4/2
 ☆�稜�タワー・ブルーライトアップ点灯式
  with 鹿��・��・���

【YouTube配�】3/30・4/2
 ☆スプリングフェスタ2021〜⾃閉��発コンサート
  by �愛女��等�����局
   ライブ配��3/30
   ��配��4/2
 ☆Blueの���（��配�）�4/2
  ★R dance company※
  ★Silver & Blues
  ★ジャック・モウズ
  ★ゴスペルクワイアMSC
  ★Fun Because Smile
  ★つないで�ハンドクラップダンス�
 ☆�稜�タワー・ブルーライトアップ点灯式
  with 鹿��・��・���（ライブ配�）�4/2
 ※4/2の配�は現在もすべてご�いただけます

開�期間 2021年2⽉1⽇〜4⽉15⽇
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��界で�型コロナウイルスの嵐が�き�れる中、�発活動はどうあるべきなのか。�界⾃閉��発デー

in Hakodate 2021の活動は、その問いから�まりました。�染�策が地域の�重��題となり、�くの�
�活動が⾃粛を�められています。地域��も�弊し、�⽇がどうなるかもわからないという状況で、正

�イベントどころではない、という�も決して�なくありません。

しかし�たちは、そのような中だからこそ�界⾃閉��発デーの活動を��し、発�させていくことに�

味があると�えました。なぜなら、�もが⾃�のことだけで精⼀�になりがちなときほど、「⾒えにくい

�がい」と�われる⾃閉�をはじめとするマイノリティーの�たちの�が��の���からは⾒えにくく

なってしまうからです。

どのくらい地域の�々の理�を得られるのか。イベントと�染�策を�当に�立できるのか。�くの不�

を�えたままのスタートでしたが、��に活動を開�すると、�くの�々から例年と同じかそれ�上のご

協⼒、�金提供のお申し�、そして�援の�葉をいただくことができました。

�に、地域の中には協⼒や活動の場を�めている�たちが思いのほかたくさんいらっしゃったこと、その

ような�たちとつながっていくことで活動が�たな�がりを⾒せ、例年�上に�くの�々に�たちのメッ

セージを�けることができたことは、うれしい�算だったといっていいでしょう。

�染�の��はまだまだ⾒�すことができず、�しい状況が�いています。しかしそのようなときだから

こそ、�くの�たちに⾃閉�の�たちのことを知っていただき、それぞれの�たちがそれぞれの立場でで

きることを⼀�に�えていきたい。

この�告書は�たちのこの⼀年の活動を知っていただくためのまとめであると同時に、�の年に向かって

⾛り�す、その決���の書でもあります。�くのみなさまに⼿に�っていただき、�たちの活動へのご

理�と�援を賜ることができれば�いです。

令和3年4⽉
�界⾃閉��発デー��地域�⾏�員� ⼀同

はじめに
�もが⾃�のことだけで精⼀�になりがちなとき

だからこそ、⾃閉�について知り、�える��の

重�性はますます�まっています。

1 インターネットでより

�くの�たちのもとへ 2 �染��策を��した

リアルイベント 3 地域との

コラボレーション 4 アーティストの⼒を

みんなの⼒に

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021
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インターネットでより�くの�たちのもとへ

��に�まってのイベントが�しい中で、�年はインターネットの活⽤に

��的に�り�みました。ウェブサイトやSNSを⽤いた��情�の発�、
オンラインギャラリーの開�、YouTubeを利⽤したライブ配�などを⾏
い、�くのみなさまからアクセスしていただくことができました。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

YouTubeライブ配�

4⽉2⽇に⾏われた�稜�タワー・ブルーライトアップをライブ配�。司�は
�題の「�」プロジェクトのお⼆�。鹿��、��、���とも中�を�

び、鹿��、��からは���々にご��いただきました。ライトアップの

ファンファーレは�立�������局。事前��された「Blueの���」
と�愛女��等�����局「スプリングフェスタ2021〜⾃閉��発コン
サート」も併せて配�し、4⽉末時点で再⽣回�は3,000回を超えています。

https://youtu.be/8ZfwwYuQJyM?t=245

司�の下沢杏奈さん、菊川�希さん Blueの��� R dance company Blueの��� Silver&Blues

Blueの��� ジャックモウズ Blueの��� ゴスペルクワイアMSC Blueの��� Fun Because Smile

Blueの��� つないで�Hand Clap Dance �稜�タワー・ブルーライトアップ カウントダウン ブルーライトアップ中� 鹿��

ブルーライトアップ中� �� ブルーライトアップ中� ��� �愛女��等�����局 ⾃閉��発コンサート
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�式YouTubeチャンネル

�稜�タワー・ブルーライトアップのライブ配�のほか、��の

ライブ配�映�やアップロード動�、��のイベントのスライド

ショー動�をご�いただけます。昨年度ライブで開�し�年も各

�場で��上映を⾏った�開�����「�がいを⽣きる。�し

く⽣きる。」のアーカイブ映�もこちらからご�いただけます。

https://www.youtube.com/channel/UCVHPNPU635L0a3nYhpSV-nw

�式SNS

フォロワー�が1,500�を超えるフェイスブックページをはじめ、
ツイッター、インスタグラムの3つの�式SNSで、イベントの告知
はもちろんのこと、��情�やお�立ち情�も発�しています。

イベント�前は�⽇更�。ぜひフォローしてください。

Facebook: https://www.facebook.com/LIUBHakodate
Twitter: https://twitter.com/liub_hakodate
Instagram: https://www.instagram.com/liub_hakodate/

�式ウェブサイト

�式ウェブサイトを��し、内�を⼤幅に��しました。イベ

ント内�の告知のほか、�式SNS、YouTubeチャンネル、オン
ラインギャラリーへのリンク、��のイベント情�やアーカイ

ブ��も掲�し、�界⾃閉��発デー in Hakodateの活動の�
�を知っていただける��した内�となっています。

https://liubhakodate.com/

⾃閉��発デー・アート� オンラインギャラリー

2020年に開�された�7回⾃閉��発デー・アート�のほぼすべ
ての�品作品をデジタル�しオンラインギャラリーで�開しまし

た。「アートって何だろう�」と�えさせられる、�々な�たち

の�々なアートとの向き�い�がそのまま並んでいます。�8回
の作品も�⽇中に�開予�です。どうぞご期待ください。

https://liubhakodategallery.online/

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

セルフィーサイン

セルフィーサインは�界中に�がっている⾃閉��発の輪を�

げていくためのインターネットを活⽤した�動です。必�なの

は「⾃閉�のことを知りたい」「⾃閉�のことを知ってほし

い」という思いだけ。どなたでも��いただけます。各界の著

��や⾸�のみなさまに賛同いただいています。

https://liubhakodate.com/?page_id=487
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�染��策を��したリアルイベント

オンラインイベントだけでなく、三�の回�、マスク�⽤や⼿指
消�の��、事前の�温、配布物の�則�⽌など、�染��策を
��しながらの�場イベントも開�しました。

JR���北⽃�（3/27〜4/4）
�鮮なシイタケ�売（3/27）∕�発パネル�⽰（3/27〜4/4）

��は�古�を中�に�荷され、地元ではなかなか�回らない貴重なシ

イタケを�売。�年開�早々に売り切れてしまう知る�ぞ知るイベント

になっています。そしてそこから8⽇間は�発パネルを�⽰。北��⾃閉
�協��南��制作の「知ってください�どもの気持ち・�の想い」パ

ネルなどが�⽰されました。

�� 蔦�書�（3/28〜4/8）
動�上映�（3/28）∕DVD・書籍��コーナー（3/28〜4/8）
ふらっとDaimonに�く動�上映2�場⽬は��蔦�書�。発���専⾨
�「きらり。」���で発��がい当事者の���保さん、ライターで

発��がいを持つお�さんの保�者の��⽻まゆみさん、北��⾃閉�

協��南��の元副��の�下��さんの3�が�り�いました。
DVD・書籍��コーナーでは蔦�書�のコンシェルジュがセレクトした
�々なDVDや書籍を��し「きらり。」も�いていただきました。

ふらっとDaimon（3/27・28）
動�上映�∕⼀�ミュージアム∕ふらっとCafé
昨年��し⼤きな��をいただいたオンライン���「�開�����

『�がいを⽣きる。�しく⽣きる。』」等の��上映を⾏いました。

「⼀�ミュージアム」は��������⼀�を利⽤されている�がい

のある�々の作品の���。「ふらっとCafé」では�別デザート「⻘い
パフェ」をメニューに�えたほか、ランチをご��のお��に�年恒例

の��の「⻘のゼリー」を��50�でサービスし、⼤��でした。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

���中央�書�（3/29〜4/8）
�発パネル�⽰∕���等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・児�発��援事業情�ｺｰﾅｰ

��書籍��コーナー

北��⾃閉�協��南��制作の「知ってください�どもの気持ち・�

の想い」パネルなど発��がいのある�たちの⽇常を�じていただける

パネル�⽰と、���等デイサービス、児�発��援事業の��の事業

�情�の�⽰を⾏いました。さらに�常の書架エリアの中に⾃閉�や発

���に�わる書籍を��した��コーナーも�けられました。
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�の� なないろ・ななえ（4/2〜8）
�どもイベントサークルハッピー☆�別����∕ポスター�⽰

����地�で活�する「こどもイベントサークルハッピー」さんが�

発イベントを開�。その⼀つは��の「⾃閉�クイズ」。�場に��さ

れたクイズに回�しSNSに��すると抽�で��なハンドメイド�品が
当たるというユニークなものでした。�発パネルも2�の⾃閉�のお�さ
んのいる��の�⽇を描いた「T�の⽇常」を�⽰。T�が��の中で丁
寧に⼯夫し��している⾃閉��援の��が��されました。

�の�（4/2）
��ておしゃべり�場

北��⾃閉�協��南��の�員のお�さん�が�き�となって、��

てについて⾃由にお�してみよう、という、予�不�・��り⾃由・�

���不問のゆる〜い雰囲気のおしゃべり�を開�しました。��に⾃

閉�の�どもたちを�ててきたお�さんたちのお�が�ける貴重な��

となりました。アクリル�による��や�気、⼿指�⽣など、�染�策

を万�にして開�しました。

�����ホール・リハーサル�（4/2〜4/4）

動�上映�（4/2）
⽇�⾃閉�協�などが中�となって制作した�発DVD「⾃閉�とともに」3
�作と「�開�����『�がいを⽣きる。�しく⽣きる。』」などの上

映を⾏いました。「⾃閉�とともに」は、当事者やご��、そして⾃閉�

�援の�先�で活�する専⾨�の�々が�場し、⾃閉�のひとたちのあり

のままの�や⽣の声、ご��の思い、そして�援の在り�について、わか

りやすく��したものです。

プログラミングドローン操作体�（4/4）
�界で⼀�使⽤されているプログラミングソフトscratch（スクラッチ）
を使って、ドローンをコントロールするプログラムを⾃�で作り、ドロー

ンを操作する体�をしました。�師は「⾃由研�研��」の三上�司さ

ん。とても�しく�かりやすく、�どもも⼤�も�中になって操作をして

いました。

お��きますカフェ（4/3）
⾃閉スペクトラム�の当事者の����さんが、だれでもふらっと�って

気�にお�をしたり�いたりできる当事者主体の��「お��きますカフ

ェ」を�年も開�されました。当⽇は、七��の「green樹」さんによる
地元の⾃�の野草を⼿�みして作った��のハーブティーの��も⾏いま

した。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

LD/ADHD等の�理的疑�体�プログラム（4/2・3）
LDやADHDなどの発��がいのある�どもたちが�じている��やその
時の不�、�り、いら立ちなどを体�してみようというものです。���

��を�了した�師が⾏うことができ、��現場などで活⽤されていま

す。�年も体�ブースには希�される�がひっきりなしに�れ、⼤���

をいただきました。
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地域とのコラボレーション

「��者だけ」のイベントを乗り�える⼀つの�は、地域の�々
との協⼒��にあります。�回も地域で活�する�々な�々にご
協⼒をいただき「⽇常」の中のちょっとしたアクセントになるよ
うな�発イベントを開�しました。

シネマアイリス（4/2〜4/15）
映�「�ひも」上映

不�⽤な�と⾃閉�の��の�をヤコブ・ゴールドヴァッサー��が暖

かなまなざしとユーモアで描き、���のドヴ・グリックマンがイスラ

エル・アカデミー賞の助�男優賞を受賞したほか、アメリカの��くの

映��で��賞を受賞したイスラエル発の�動作です。��のため当�

の予�を1�間��して上映されました。

地域の���17か�（4/1・2）
Candle Night around �稜�タワー in Blue
北��七�����おしま����、北����聾��、���等デイ

サービス「ポラリスひろば」の⽣徒の�さんが作ってくださった⻘いキ

ャンドルを各���のディナータイムに灯していただき、�わせて�発

カードを��させていただくという��です。�まった当時は�稜�タ

ワー周�の���に�られていましたが、��に協⼒�が�がり�年は

七��のお�にも協⼒していただくことができました。

北うさぎオリジナルグッズ（�場�り�い期間 3/27〜4/8）

北うさぎ⼯�さんが�界⾃閉��発デー in Hakodateのために�年�ったデザインの
フェルトストラップを作ってくださっています。�年は⽊�のパズルピースを�えた

とてもかわいらしいデザインです。⼀つ⼀つ⼿作りで、服の�が�うのはもちろん、

よく⾒ると�情もちょっとずつ�います。⼤���で�年の�り�い�は�て�了し

ました。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

フェルトストラップ

北うさぎがアクセントになっている�界⾃閉��発デーのためのオリジナルデザイン

のタンブラーです。アクアブルー（��）とオーシャンブルー（藍�）の2種�のデ
ザインがあります。⼿ごろなサイズで使いやすく、��使いに��です。デザインは

サクセンカイギ�さんです。

タンブラー（350 ml）

北うさぎのロゴがかわいいオリジナルデザインのクリアファイルです。��の書�に

はA4サイズ、��⽤�、�療��の領�書、レシート、そしてマスクケースにもA5
サイズが便利です。デザインはサクセンカイギ�さんです。

クリアファイル（A4, A5）
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アーティストの⼒をみんなの⼒に

アートイベントは�発活動の⼀つの中�です。�年も�々なアー
ティストの�々に��いただき、�が温かくなったり、ちょっと
不思�な気持ちになったり、�えさせられたりするイベントを開
�しました。

北陸�⾏�稜���（2/1〜4/2）
�4回 ゆうあいアート�
������侑愛�（ゆうあい）の利⽤者の�々の作品を�⾏の��ギ

ャラリーに2か⽉間にわたって�⽰しました。3�間ごとに2回の�⽰�
れ替えを⾏っています。「��るくなる��いがすてき」「こういう�

しがあるとうれしいです」「�があたたまります」「�しい�⽰でし

た」「もっと�くの�に知ってもらいたいです」たくさんのお��が温

かいコメントを�せてくださいました。

studio_b オリジナルグッズ（�場�り�い期間 3/27〜4/8）
「シアワセノアオイトリ。」フェルトストラップ

オリジナルピアス

�気の���studio_bさんが、かわいらしいフェルトストラップ、��
なクリスタルブルーのピアスやイヤリングなどを提供してくださいまし

た。どちらも�界⾃閉��発デー in Hakodateのためのオリジナルデザ
インです。⼤���で�り�い�はすべて�了しました。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

�����ホール（3/30）
スプリングフェスタ2021〜⾃閉��発コンサート

�国�で活�している�愛女��等�����局が�界⾃

閉��発デーによせてコンサートを開�。万�の�染�策

で�員800�超のホールに��160�のお��をお�えしま
した。その模�はブルーに�く�稜�タワーの映�ととも

に�界⾃閉��発デー in Hakodate�式YouTubeチャンネ
ルにてご�いただけます。

https://youtu.be/8ZfwwYuQJyM?t=8001

��あうん堂ホール（4/1）
Blue Candle Premium Live「�⽥�平とShiga's」

�界⾃閉��発デーのために�成された⼀��りのドリー

ムバンドが��あうん堂ホールに�場。テレビやラジオで

も活�されている�⽥�平さんと仲間たちが�別な�をプ

レゼントしてくださいました。その模�は��あうん堂ホ

ールのYouTubeチャンネルでご�いただけます。

https://youtu.be/TwgeH3OuKoc
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��⼀�（4/2〜8）
�積�⽇���「⻘の�界」

七��在�の⽇���として活�され、⾃閉��発デー・アート�の�

�も�年担当してくださっている�積先⽣が、�界⾃閉��発デー in
Hakodateに�わせて、��⼀�で�年開いてくださっている���で
す。�しい岩�の�を使い、⻘を基�として河�林に�づく⽣�を描い

た作品が��⼀�に並びました。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

�����ホール・ギャラリー（4/2〜5）

�8回 ⾃閉��発デー・アート�
この���は作品の募�時にアーティストの�がい種はもちろんのこと

�がいの有�⾃体を問いません。また�別せずに�募された�作品を�

⽰しています。それは、すべての�たちのそれぞれの⽣き�が�められ

る��を築いていきたいという願いの�徴であると同時に、いろいろな

�たちのいろいろなアートとの向き�い�をそのまま受け⽌め、そのこ

と⾃体を⼀つの�現としてみなさまと共有していこうという�みです。

�年もそれぞれの�界を�現した150点�上の作品が�まりました。

Kazumaくんのデジタル��上映
Kazumaくんは、�等�援��を�業し、現在は���として働いてい
る⾃閉�の⻘年です。在�中からコツコツと制作していたオリジナルの

デジタル��は、�界⾃閉��発デー in Hakodateでも⼤�気。その上
映ブースでは�どもたちが�中になって⾒ていました。��に�えられ

ている制作のアシスタントを�められたお��のメッセージもみなさん

が⾜を⽌めて⾒�っていました。

�界⾃閉��発デーについて

⾃閉�は発��がい（⽣まれつきの�の発�の�徴）の⼀種です。国�は�年4⽉2⽇を�界⾃閉��発デー
に�め、この⽇には、アメリカのエンパイアステートビル、エジプトのスフィンクス、インドのタージマハ

ルなど、�界中のランドマークが⾃閉�のシンボルカラーであるブルーにライトアップされます。⽇�で

も、東�タワーなど200か��上がこの�動に��し、各地域でさまざまな�発イベントが⾏われています。

できるだけたくさんの�たちに⾃閉�のことを知っていただき、⾃閉�の�たちのよき理�者になっていた

だきたい。⾃閉�の�たちのことをもっと知るために、たくさんの�たちに⼒を貸してもらいたい。�界⾃

閉��発デーはそのような願いから⽣まれました。

��を中�とした�南地域でも、4⽉2⽇に�稜�タワーがブルーにライトアップされ、その前�には�々な
�発活動が⾏われます。しかめ⾯をして�しいことを��するのではなく、だれもが�しんで��できるイ

ベントです。たくさんの�にご��いただき、⾃閉�について��を持っていただければと願っています。
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NPO�� みんなのさぽーたーわっとな�
���等デイサービス あるく・いち�
���等デイサービス あるく・さん�
���等デイサービス あるく・にい�
���等デイサービス 北陽�
トート相�薬局�

児�発��援センターうみのほし ����
⽣活�� しずく�
����利活動�� はあと�
��中央�� �瀬三恵��
����クリニック�

（株）猖々����

�� ��
アトム不動��

有��� みのり�
mana�
ケアプラザ���・たけだクリニック�

メデック前⽥薬局�

株式�� かね万むさしや���
������ 侑愛� 星が�寮保�者��
�����

�⼝���

��ききょう�律事���

BAR BAMBOO�
株式�� あかさか義��
��典夫�

������ �樹の杜�
�井良江�

�⽥�律事���

�⽥・平井�律事���

�下���

北�アウル⽯油�売株式���

（株）⼤協�災�

�療���団 ������科�
��⽇吉�郵便局�

株式�� フルラインズ�
有��� ⽇昇�事�
�⽥千佳��

�����⽣株式�� 代������ 久保���
デイケアセンターふれんず�

������ ��⼤�� 常任理事 �千尋�
���型事業� ワークセンター⼀��
（�）伊�メンタルクリニック�

�寮��

�労���援Ｂ型事業� コロポックルはこだて�
⽩尾�也�

株式�� ⻲⽥�掃�
ゆうあい����

⼀�財団�� ��YWCA�
������ 侑愛� 侑愛� 保�者��
⽇��療�品株式���

侑愛� ⾃���
侑愛� ����

�療���団 優⽣� ���形�科クリニック�
株式�� Nabeya�
�）向井クリニック�

�療���団 かとうメンタルクリニック�
�々⽊�克�

�﨑���律事���

��成��

������ ���⽣� ななえ����
������ 侑愛� �
⼩��業株式���

��律事���

���団�� ����師��
佳夏を愛する��より�

⾃閉�者を�えよう「アップル」�

⽇下��久�

株式�� ポラリス�
����利活動�� つむぎ�
マネジメントサポート�同���

北��⾃閉�協� �南���
�⽥・�川�律事���

⼯�・虹と��

�⽥�⼀�

�⽥栄吾�理⼠事���

�ヶ��� �﨑�保��
�療���団 ��� ひでしま内科クリニック�
梶⽥喜久��

南����

�������⼠� 千⽥����
�療����友愛� 千葉���
���������盟�

北�����覚⼠� �南���
有��� ビデオ・ザ・キッド�
（�）⼤�� ��形�科 ���
⼩児科� ⼯����
湯の川女性クリニック�

�愛�� ��基��
��ゾンタクラブ�

江��昭�

そば処 なな笑�
Coco-Lili�
有���更科 るるGROUP
 ���等デイサービスるる
 ���等デイサービスるるメイト
 �労���援Ｂ型るるワークス�
ねお・はろう保�者��

株式�� �����
Cloud 9�
野����

北��七�����おしま���� �員�
�々⽊正��・眞智��

株式�� ダスキン�� 代���� 岩井���
⼀��団�� ��⻭科�師��

（順不同）

このほかにも匿�でのご�付を��いただいています。

この場をお�りして�く��申し上げます。

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

ご�付・協賛・助成
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�界⾃閉��発デー��地域�⾏�員� 事�局

TEL 080-9686-5764 | FAX 0138-47-8496| E-mail blue.hakodate.hkd@gmail.com
URL https://liubhakodate.com 

〒041-0802 北�����⽯川�41-2 ゆうあい�⽯川�療� 内

�界⾃閉��発デー in Hakodate 2021

ご協⼒者⼀�
《�稜�タワーブルーライトアップ》
☆ 現地点灯式
�稜�タワー株式���

有���スクリーンプロシモダ�

シモダ��と有�の��

�立���等�����局�

北��立������

������員��

☆ オンライン配�
鹿���

���

モリラボ�

NPO��やくも元気� 共⽣サロン��シンフォニー�
下沢杏奈�

菊川�希�

わらじ��

ビデオ・ザ・キッド�

井�圭��（中�れんばいふれあいセンター）

�労���援B型 ポラリスパス�

《Blueの���》
�����ホール�

R dance company�
ジャック・モウズ�

Silver＆Blues�
ゴスペルクワイアMSC�
Fun Because Smile�
ビデオ・ザ・キッド�

南北��知的�がい��協��

《スプリングフェスタ2021》
�����ホール�

�愛女��等�����局�

ビデオ・ザ・キッド�

《Candle night around�稜�タワー in Blue》
Colz�
ビストロやまくろ�

�稜�・代�川�

キッチン中華あじたか�

⼆代⽬�平��

⿂まさ����

GALA�
⾁と牡蠣�

Vermilion LOUNGE�
���� ����〜�南でSHOW〜�
Bar BAMBOO�
Jolly Jellyfish�
haru-na-tei�
OLD NEW CAFE�
ビストロPOOR NO LEISURE�
��あうん堂ホール�

そば処 なな笑�
ポラリスひろば�

北��七�����おしま�����

北����聾���

北��七�����おしま����PTA�
�南�別�援��ネットワーク協���

《�８回 ⾃閉��発デー・アート�》
�����ホール�

���平�

�積��

株式��コジマ���

��⼀��

Kazuma & nono�
荻津賢�

北�����業�等�� ����
北�����業�等�� ボランティア��
北����⼤�附属�別�援���

北�����等�援���

北��七������

北����聾���

北��������

北��北⽃�等�援���

�南�別�援��ネットワーク協���

友�史�

NPO�� ⼣陽が��
�南しょうがい者�業・⽣活�援センターすてっぷ�

《お��きますカフェ》
�����ホール�

�����

green樹�

《LD/ADHD等の�理的疑�体�プログラム》
⽶�優��

《プログラミングドローン操作体�》
⾃由研�研���

《ブルーキャンドル・プレミアムライブ》
��あうん堂ホール�

�⽥�平とShigas̀�

《��ておしゃべり�場》
�の��

�⽥恭吾�

《映�「�ひも」上映》
��映��シネマアイリス�

��YWCA�
⽯⽥���

���⼯� 珈�物��
��あうん堂ホール�

��⼀��

ふらっとDaimon�
サポートセンターぱすてる�

NPO��みんなのさぽーたーわっとな�

《�4回 ゆうあいアート�》
北陸�⾏�稜����

������ 侑愛��

《�積� ⽇���「⻘の�界」》
�積��

��⼀��

《ふらっとCafé�発デー�� & ⼀�ミュージアム》
ふらっとDaimon�
株式��メディカルシャトー�

������ ��⼀��

《「⾃閉�とともに」「�開�����」他

 動�上映�＆ パネル・書籍等 各種�発�⽰��》
株式��東�サウンド・プロダクション�

株式��みのりの� ���保�
��⽻まゆみ�

�下���

DAIGO�
NPO�� ぷるすあるは�
�� 蔦�書��
������ �樹の杜�
相��援事業�⼀��

⽵内���

���中央�書��

2�1����等デイサービス事業�����
�の� なないろ・ななえ�
こどもイベントサークルハッピー�

Coco-Lili�
北⽃��

�南しょうがい者�業・⽣活�援センターすてっぷ�

ふらっとDaimon�
株式��メディカルシャトー�

������ ��⼀��
�����ホール�

《ステッカー募金・グッズ募金等》
募金をしてくださった��

北��七�����おしま�����

������

北���������

���別�援��研���

NPO��みんなのさぽーたーわっとな�
株式��ポラリス�

������ ���⽣��
北����⼤�附属�別�援���

������ 侑愛��
������ ��⼀��
ふらっとDaimon�
������局�

Endevour�
�南発��がい�援者���サークルK�
��あうん堂ホール�

���⼯� 珈�物��
������かいせい どんぐり２�
児�発��援センターうみのほし�

《セルフィ―サイン》
��ヶ��� 元⼤� �奨菊�
作� �����
����者 ⼤�桂三�
��師�打 ⽥��瑛�
プティ・メルヴィーユ オーナーシェフ ��薫�
北�������⾯�� 前��� ��基成�
���� ⼯�壽樹�
北⽃�� 池⽥���
七��� 中��⼀�
鹿��� 盛⽥昌��
��� ���輔�
���� 岩�克��
���保����� ⼤�潤�
七���⽣�� 杉���
北⽃��⽣�� ��浩�
�労�援�⾏�援事業�ポンテ ��� ��晋吾�
�⽥恭吾�

ビデオ・ザ・キッド�

《�品提供・その他》
北うさぎ⼯��

��貴���

Studio_b�
おしま��きのこセンター�

⼯�・虹と��

���事���

《��・デザイン》
サクセンカイギ��

北うさぎ⼯��

ビデオ・ザ・キッド�

Light it up Blue Japan�

《�告書��協⼒》
北��北⽃�等�援���

�南�別�援��ネットワーク協���

（��別・順不同）
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