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2022年の世界⾃閉症啓発デー � in �Hakodateの活動は、3年連続で新型コロナウイルス感染症の流⾏下 �
で⾏われることとなりました。このような時だからこそ、私たちは、⾃閉症や発達障がいのある⼈たち �
が実は⾃分たちの⾝近にいること、決して遠く離れた別の世界のことではないということを、出来るだ �
け多くの皆様に知っていただきたいと願って準備を進めてきました。

今回は、展⽰やオンラインの企画はもちろんのこと、慎重な感染予防対策を講じての会場イベントを多 �
数実施することができました。10周年記念特別企画として漫画家の沖⽥×華さんを招いてのトークショ �
ーやサイン会を開催したほか、⾼校⽣の皆さんの参加による企画、ユニバーサルスポーツの体験会など �
今までとは⼀味違う新たな企画も盛り込みました。ものづくり講座など、しばらく開催を⾒合わせてき �
た対⾯企画の復活開催もありました。これらの積極的な取り組みによって、コロナ禍の中にあっても、 �
これまで以上に幅広い⽅々へ私たちのメッセージをお届けすることができたと感じています。

この報告書は私たちの活動の、この⼀年の軌跡です。多くのみなさまに⼿に取っていただき、私たちの �
活動へのご理解と応援を賜ることができれば幸いです。

令和4年4⽉
世界⾃閉症啓発デー函館地域実⾏委員会 ⼀同
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世界自閉症啓発デーについて

自閉症は発達障がい（生まれつきの脳の発達の特徴）の一種です。国連は毎年4月2日を世界自閉症啓発デー 
に定め、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、世界中のランドマークが自閉症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。日本で 
も、東京タワーなど200か所以上がこの運動に参加し、各地域でさまざまな啓発イベントが行われていま 
す。

できるだけたくさんの人たちに自閉症のことを知っていただき、自閉症の人たちのよき理解者になっていた 
だきたい。自閉症の人たちのことをもっと知るために、たくさんの人たちに力を貸してもらいたい。世界自 
閉症啓発デーはそのような願いから生まれました。

函館を中心とした道南地域でも、4月2日に五稜郭タワーがブルーにライトアップされ、その前後には様々な 
啓発活動が行われます。しかめ面をして難しいことを勉強するのではなく、だれもが楽しんで参加できるイ 
ベントです。たくさんの方にご参加いただき、自閉症について関心を持っていただければと願っています。



2022イベント一覧

世界自閉症啓発デーin Hakodate 2022

＜北陸銀⾏五稜郭⽀店＞
 ★第５回 �ゆうあいアート展 2/14〜4/8

＜函館市中央図書館＞
 3/28〜4/8
 ★展⽰企画：⾃閉症の⼦どもたちや家族の気持ちを知ろう

 ★放課後等デイサービス・児童発達⽀援事業情報コーナー

 ★関連書籍特設コーナー

＜港の庵＞
 ★⼦育ておしゃべり広場 3/29

＜函館市芸術ホール＞
 ★DVD「⾃閉症とともに」上映 3/31
 ★LD/ADHD等の⼼理的疑似体験プログラム 3/31・4/1
 ★発達相談 3/31・4/2・3
 ★第９回 �⾃閉症啓発デー・アート展 3/31〜4/3
 ★KAZUMAくんのデジタル絵本上映 3/31〜4/3
 ★お話聴きますカフェ �by �悠遊寛緩 4/1
 ★⽺⽑フェルトでつくる「地球⽟」

  by�yoomoo�felt �works �tama�⽟⼭知⼦さん 4/1
 ★スプリングフェスタ2022�〜⾃閉症啓発コンサート〜
�  by�遺愛⼥⼦⾼等学校吹奏楽局 4/2
 ★「毎⽇やらかしてます」

  〜漫画家 �沖⽥×華さんトークライブ〜 4/2
 ★ブルーライトアップ点灯式 4/2
 ★プログラミングドローン操作体験

  by�⾃由研究研究所 �三上裕司さん 4/3

＜北海道⽴函館美術館前広場＞
 ★ブルーライトアップ・カウントダウン 4/2

＜函館あうん堂ホール＞
 ★ブルーキャンドル �プレミアムライブ
  by�蓑⽥峻平とShiga �s 4/1

＜協⼒飲⾷店17店＞
 ★Candle �Night �around�Goryokaku�Tower � in �Blue  �
4/1・2

＜画廊⼀花＞
 ★安積徹/⽇本画展「⻘の世界」 4/1〜3

＜シネマアイリス＞
 ★映画「旅⽴つ息⼦へ」上映 4/1〜7

＜中島れんばいふれあいセンター＞
 ★クロリティー（スポーツ輪投げ）体験 4/2
 ★ボッチャ体験 4/2
 ★クッキー作り体験 4/2

＜北⽃市観光交流センター別館�ほっくる＞
 ★新鮮⽣しいたけ即売 4/2
 ★展⽰企画 4/2〜8

＜函館�蔦屋書店＞
 ★芸術ホールのイベントをオンラインでライブ配信 4/2
 ★ものづくり講座①⽷⽟ワークショップ

� 「あなたの⻘い⿃をみつけましょう」
�  by�eleven�art �yubeさん 4/2
 ★ものづくり講座②優雅な平安貴族の遊び

� 「⾙合わせを作ってみよう」by�⿃本奈々さん 4/2
 ★縄⽂紙芝居by�縄⽂DOHNANプロジェクト 4/2
 ★プチマルシェ「あおいろ」 4/2・3
� �  ☆Cloud�9 あおいろアクセサリー
�   �☆Coco-Li l i ブルーのペーパークラフト
� �  ☆studio_ｂ ハンドメイド雑貨の⻘い世界
 ★関連DVD・書籍特設コーナー 4/2〜8
 ★沖⽥×華さんサイン会 4/3

＜道の駅�なないろ・ななえ＞
 ★ポスター展⽰ �by �⼦供イベントサークルハッピー
 「T家の⽇常」＆「おうちで⼀緒にできること」 4/2〜8

＜函館空港�3Fレセプションルーム＞
 ★空港deゆるーくモルック体験会 �by �函館モルックの会 �4/3

＜Cafè�いち＞
 4/2・4/4〜8
 ★期間限定「⻘いデザート・ドリンク」特別販売

 ★⼀条ミュージアム

【YouTubeオンライン配信】4/2
 ★スプリングフェスタ2022�〜⾃閉症啓発コンサート〜
  by�遺愛⼥⼦⾼等学校吹奏楽局（ライブ）
 ★BLUEの⾳楽祭2022（録画）
  ☆函館リコーダー協会

  ☆⽩瀬勝経（ソロ・ピアノ）

  ☆Si lver＆Blues
  ☆ジャック・モウズ

  ☆ゴスペル・クワイアMSC
  ☆認定こども園 �国の華
  ☆南北海道知的障がい福祉協会

 ★「毎⽇やらかしてます」

  〜漫画家 �沖⽥×華さんトークライブ〜（ライブ）
 ★ブルーライトアップ・カウントダウン（ライブ）

 ★スプリングフェスタ2022�〜⾃閉症啓発コンサート〜
  by�遺愛⼥⼦⾼等学校吹奏楽局（録画）

開催期間　2022年2月14日～4月8日
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＜北陸銀行五稜郭支店＞
　★第５回 ゆうあいアート展　2/14～4/8
社会福祉法⼈侑愛会（ゆうあい）に通う⽅々が⽇々の活動の中で制作したアート �
作品を、銀⾏のアートスペースに2か⽉間にわたり展⽰する企画です。2⽉7⽇ �
（⽉）より開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で1週間開催を �
延期し、2⽉14⽇（⽉）からの開催となりました。2回の展⽰⼊れ替えを挟み、 �
銀⾏に訪れる多くの⽅々に様々な世界に触れていただくことができました。

＜函館市中央図書館＞
　3/28～4/8
　★展示企画：自閉症の子どもたちや家族の気持ちを知ろう
　★放課後等デイサービス・児童発達支援事業情報コーナー
　★関連書籍特設コーナー
北海道⾃閉症協会道南分会制作の「知ってください こどもの気持ち・親の想い」パネルとともに、児 �
童発達⽀援事業・放課後等デイサービスの紹介パネルを掲⽰しました。同時に、⾃閉症関連の書籍も特 �
集して特設コーナーに並べていただきました。⼀般の⽅向けの啓発としてだけでなく、⼦どもの発達に �
不安を持っていても福祉機関へなかなかつながることができなかったような保護者の⽅が、⼀般の保育 �
園や幼稚園をとは違った選択があることを知る機会にもなっています。

＜港の庵＞
　★子育ておしゃべり広場　3/29
北海道⾃閉症協会道南分会の会員のお⺟さん⽅が聞き役となって、⼦育てについて⾃由にお話してみよ �
う、という恒例の企画です。予約不要・出⼊り⾃由・参加資格不問で、⼦どもの発達は⼼配だけれど、 �
誰に相談していいかわからない…専⾨家に相談するのはちょっと敷居が⾼い…と感じていらっしゃる⽅ �
にも参加しやすい敷居の低い会になっています。今年も多くの⽅が相談に訪れ、このような相談の機会 �
の重要性を再確認しました。

＜函館市芸術ホール＞
　★DVD「自閉症とともに」上映　3/31
⽇本⾃閉症協会などが中⼼となって制作したDVD「⾃閉症とともに」の上 �
映を⾏いました。第1部「⾃閉症とともに⽣きる」、第2部「⾃閉症を理解 �
する」、第3部「⾃閉症のひとを⽀援する」の三部作で、⾃閉症のひとた �
ちのありのままの姿や⽣の声、ご家族の思い、そして⽀援の在り⽅につい �
て、わかりやすく解説したものです。会場に訪れたみなさんが熱⼼に⾒⼊ �
っていました。

　★LD/ADHD等の心理的疑似体験プログラム　3/31・4/1
LDやADHDなどの発達障がいのある⼦どもたちが感じている困難やその時 �
の不安、焦り、いら⽴ちなどを体験してみようというものです。今年も体 �
験ブースには希望される⽅がひっきりなしに訪れていました。

　★発達相談　3/31・4/2・3
イベント会場に特別⽀援教育に携わる専⾨家が常駐し、⼦どもから⼤⼈まで、発達に関する相談をお �
受けする恒例の企画です。「周りの⼦どもたちとちょっと違う」「なんだか⽣きづらい」などといっ �
た悩みがあってもだれに相談したらいいかわからない…そんな時に、予約不要、匿名で利⽤でき、個 �
⼈情報も守られるので、毎年⼀定数の⽅が利⽤されます。今年も例年同様に相談に訪れる⽅々がいら �
っしゃって、このような相談の機会の重要性を再確認しました。
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　★第９回 自閉症啓発デー・アート展　3/31～4/3
道南在住で、⾃閉症の⼈たちを応援したいという気持ちさえあれば誰でも応 �
募できるユニークな展覧会です。例年、⼩さなお⼦さんの⽇々の遊びの中か �
ら⽣まれた「⽇常」そのものの作品から、プロの芸術家の⽅が真剣に対象に �
向き合う中で⽣まれた本格的な芸術作品まで幅広い作品が並びます。今年も �
約120点の作品が展⽰されました。⼀昨年、昨年に引き続き、そのほとんど �
をオンラインギャラリーでご覧いただけます。

　★KAZUMAくんのデジタル絵本上映　3/31～4/3
毎年ご好評をいただいている「Kazumaくんのデジタル絵本」の上映を今年
も⾏いました。Kazumaくんは、⾼等⽀援学校を卒業し、現在は社会⼈とし �
て働いている⾃閉症の⻘年です。在学中からコツコツと制作していたオリジ �
ナルのデジタル絵本は、世界⾃閉症啓発デー � in �Hakodateでも⼤⼈気で、 �
今年も上映ブースに⼦どもたちが集まって夢中になって⾒ていました。

　★お話聴きますカフェ by 悠遊寛緩　4/1
今年も⾃閉スペクトラム症の当事者の悠遊寛緩さんが、だれでもふらっと⼊って気楽にお話をしたり聞 �
いたりできる「お話聴きますカフェ」を開催しました。ゆったりとした雰囲気の中、参加者の皆さんが �
⾃分のペースで会話を楽しまれていました。当⽇は、昨年に引き続き七飯町の「green樹」さんによる �
地元の⾃然の野草を⼿摘みして作った天然のハーブティーを提供し、こちらも好評でした。

　★羊毛フェルトでつくる「地球玉」
　　by yoomoo felt works tama 玉山知子さん　4/1
⼈気企画「⽺⽑フェルトで作る『地球⽟』」が、世界⾃閉症啓発デー � in �
Hakodateに帰ってきました。「地球⽟」は針を使わず⼿でやさしく丸めて �
いくだけで安全で簡単に作ることができますから、⼩さなお⼦さんでも、と �
ても不器⽤な⼤⼈の⽅でも、だれでも楽しめます。感染対策をしっかり⾏い �
ながら、久しぶりの地球⽟に、参加者の皆さんがとても楽しそうでした。

　★スプリングフェスタ2022 ～自閉症啓発コンサート～
 　　by 遺愛女子高等学校吹奏楽局　4/2
吹奏楽コンクール全道⼤会で⾦賞を受賞した遺愛⾼校吹奏楽局が、昨年に引 �
き続き世界⾃閉症啓発デーのために演奏してくれました。感染対策を徹底し �
ての会場でのライブコンサートとともに、YouTubeでの配信も⾏いまし �
た。思わず笑顔になってしまう楽しい演出とハイレベルな演奏で、会場が⼤ �
いに沸いたことはもちろん、YouTubeのコメントも賞賛の嵐でした。

　★10周年特別企画「毎日やらかしてます」
　　～漫画家 沖田×華さんトークライブ～　4/2
イベント10周年を記念する特別企画として、NHKドラマ「透明なゆりか �
ご」の原作をはじめ、数々のヒット作を送り出している漫画家の沖⽥×華 �
さんをお招きしてのトークショーを開催しました。発達障がい当事者とし �
ての体験をもとに、何がその波乱万丈な⼈⽣の⽀えになってきたのか、ユ �
ーモアを交えて説得⼒のあるお話を伺うことができ、会場は笑いとともに �
⼤きくうなずく⽅々が⽬⽴ちました。沖⽥さんを陰で⽀えている編集者、 �
花澤亜希⼦さん（ぶんか社）にもご登壇いただき、特別⽀援教育のスペシ �
ャリスト太⽥千佳⼦さん（元北海道教育⼤学附属特別⽀援学校副校⻑）の �
進⾏で、10周年記念にふさわしい、特別な時間となりました。
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　★プログラミングドローン操作体験
　　by 自由研究研究所 三上裕司さん　4/3

　★ブルーライトアップ点灯式　4/2
今年の点灯式は、式典を函館市芸術ホール内で、カウントダウンを恒例の道 �
⽴函館美術館前広場で⾏いました。特に、当事者メッセージには共感と賞賛 �
の声が多く寄せられ、また来賓のみなさまからも暖かな応援のメッセージを �
いただくことができました。カウントダウンにも多くの⽅々に参加いただ �
き、市⽴函館⾼校吹奏楽局のファンファーレが響き渡るなか、五稜郭タワー �
が美しいブルーに染まりました。

昨年初めて開催し⼤好評をいただいた企画を今年も開催しました。プログラ �
ミングソフト「スクラッチ」を使ってドローンを操作し、上昇、下降はもち �
ろんのこと、輪くぐりや宙返りなど様々な動きを体験しました。参加した⼦ �
どもたちの表情は真剣そのもの。始まる前は動きの多かったお⼦さんも、と �
ても集中して取り組んでいました。

＜函館あうん堂ホール＞
　★ブルーキャンドル プレミアムライブ
　　by 蓑田峻平とShiga’s　4/1
昨年、世界⾃閉症啓発デー � in �Hakodateのために結成された「蓑⽥峻平と �
Shiga �s」が、今年も帰ってきました。ドリームバンドが、グループとして �
再結成、活動開始です。この⽇を⼼待ちにしていた皆さんが、しっかりと感 �
染対策を⾏いつつ、ライブならではのひと時を楽しみました。演奏後には特 �
別⽀援学校や放課後等デイサービスの⽣徒さんたちが⼼を込めて作ったキャ �
ンドルが集まった皆さんにプレゼントされました。

＜協力飲食店17店＞
　★Candle Night around Goryokaku Tower in Blue　4/1・2
北海道七飯養護学校おしま学園分校と放課後等デイサービス「ポラリスひろ �
ば」の⽣徒の皆さんが作ってくださった⻘いキャンドルを各飲⾷店のディナ �
ータイムに灯していただくとともに啓発カードを設置させていただくという �
企画です。今年は、Colz、ビストロ �やまくろ、五稜郭・代志川、キッチン中 �
華 �あじたか、haru-na-te i、OLD�NEW�CAFE、ビストロ �POOR�NO�
LEISURE、⼆代⽬・佐平次、⿂まさ総本店、GALA、⾁と牡蠣、広州 �
GRECO、奥芝商店 �函館本店、Bar �BAMBOO、Jol ly �Jel ly f ish、そば処 �な �
な笑、函館 �あうん堂ホールの各店にご協⼒いただきました。

＜画廊一花＞
　★安積徹/日本画展「青の世界」　4/1～3
毎年、アート展の講評とともに⻘をテーマにした個展で世界⾃閉症啓発デー �
を応援してくださっている⽇本画家の安積徹先⽣が、画廊⼀花で今年も個展 �
を開いてくださいました。安積先⽣のテーマである道南の河畔林の四季と、 �
そこに息づく⽣命たちが、⻘い世界の中に浮かび上がりました。

＜シネマアイリス＞
　★映画「旅立つ息子へ」上映　4/1～7
才能に恵まれながらも⼀切の妥協ができず、世間と距離を置いて暮らしている⽗と、そんな⽗のことが �
⼤好きで頼り切って暮らしている⾃閉症の息⼦。親⼦の絆とそれぞれの「⾃⽴」を描き、エルサレム国 �
際映画祭で脚本賞と男優賞を受賞した感動の名作をシネマアイリスで上映していただきました。⼤変に �
好評をいただき、例年にも増して多くの皆様にご覧いただくことができました。
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＜中島れんばいふれあいセンター＞
　★クロリティー（スポーツ輪投げ）体験　4/2
　★ボッチャ体験　4/2
　★クッキー作り体験　4/2
⽇本発祥のスポーツ輪投げ「クロリティー」とパラリンピックの正式種⽬で �
もあるボッチャの⼆つのユニバーサルスポーツの体験会を世界⾃閉症啓発デ �
ー � in �Hakodateとして初めて開催しました。また、感染対策に最⼤限配慮 �
し、個別化された材料と道具を使ってのクッキーづくりも同時に⾏いまし �
た。いずれも参加者の皆さんがとても楽しそうで、会場は⼤いに盛り上がり �
ました。

＜北斗市観光交流センター別館 ほっくる＞
　★新鮮生しいたけ即売　4/2
　★展示企画　4/2～8
毎年JR新函館北⽃駅で開催し⼤好評をいただいていた新鮮な⽣シイタケ即売 �
会を、今年は隣の「ほっくる」に会場を移し開催しました。就労継続⽀援B�
型事業所「おしま菌床きのこセンター」で⽣産されたシイタケは開始早々あ �
っという間に売り切れ、その⼈気ぶりは相変わらずでした。4⽉8⽇（⾦）ま �
では恒例の啓発パネル展⽰を⾏い、北海道⾃閉症協会道南分会制作の「知っ �
てください⼦どもの気持ち親の想い」パネルなどを展⽰しました。

＜道の駅 なないろ・ななえ＞
　★ポスター展示 by 子供イベントサークルハッピー
　「T家の日常」＆「おうちで一緒にできること」　4/2～8
森町砂原地区で活躍する「こどもイベントサークルハッピー」さんが、今年 �
も啓発ポスター展⽰を⾏ってくださいました。毎年ご好評をいただいている �
「T家の⽇常」と昨年初めて展⽰した「おうちで⼀緒にできること」を今年 �
も⼤公開。T家が⽇々楽しみながら取り組んでいる⾃閉症⽀援の実際をご覧 �
いただいたほか、希望者には冊⼦の送付にも対応していただきました。

＜函館空港 3Fレセプションルーム＞
　★空港deゆるーくモルック体験会 by 函館モルックの会　4/3
今⼤注⽬のフィンランド⽣まれのユニバーサルスポーツ「モルック」を「函 �
館モルックの会」とともに初めて開催しました。会場も初となる函館空港で �
の開催でした。会場にはたくさんの親⼦連れがいらっしゃって、誰でも楽し �
めるモルックの魅⼒を堪能されていました。

＜Cafè いち＞
　4/2・4/4～8
　★期間限定「青いデザート・ドリンク」特別販売
　★一条ミュージアム
「ふらっとCafè」の姉妹店としてオープンしたばかりの「Cafè �いち」で、 �
世界⾃閉症啓発デーにちなんだ企画を開催しました。⽬⽟は何と⾔っても �
「ふらっとCafè」以来のサプライズ企画「⻘いデザート・ドリンク」です。 �
そしてテーオーデパートでの開催が中⽌になってしまった「⼀条ミュージア �
ム」を「Cafè �いち」に会場を変更して⾏いました。
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　★関連DVD・書籍特設コーナー　4/2～8

　★沖田×華さんサイン会　4/3
10周年記念トークライブ「毎⽇やらかしてます」のために函館にいらっしゃ �
った漫画家の沖⽥×華さんが、その翌⽇に函館蔦屋書店でサイン会を開いて �
くださいました。当⽇はたくさんの⽅がお持ちの本を持参されたり、新たに �
買い求めてサインの列に並びました。

＜函館 蔦屋書店＞
　★ものづくり講座①糸玉ワークショップ
 　「あなたの青い鳥をみつけましょう」
 　　by eleven art yubeさん　4/2
　★ものづくり講座②優雅な平安貴族の遊び
 　「貝合わせを作ってみよう」by 鳥本奈々さん　4/2
コロナ禍のためしばらく中断していた函館 �蔦屋書店での「⻘いものづくり講 �
座」が復活しました。第1弾の⽷⽟ワークショップでは、すでに出来上がっ �
ている⻘の⽷⽟を使い、それぞれの⻘い⿃を作りました。第2弾の⾙合わせ �
では、⼤きなハマグリの⾙殻を使って⻘い⾙合わせを作りました。ワークシ �
ョップの前にはスタッフによる⾃閉症と⾃閉症啓発デーのミニレクチャーが �
あり、皆さんが熱⼼に聞き⼊っていました。

　★縄文紙芝居by 縄文DOHNANプロジェクト　4/2
「縄⽂DOHNANプロジェクト」のみなさんが、⼈々が強い絆で結ばれ、共に �
助け合い、⾃然や命を敬い感謝する「縄⽂の⼼」を広く伝える紙芝居を⾏い �
ました。会場にはたくさんの親⼦が集まり、熱⼼に⾒⼊っていました。

　★プチマルシェ「あおいろ」　4/2・3
  　　☆Cloud 9　あおいろアクセサリー
 　　 ☆Coco-Lili　ブルーのペーパークラフト
  　　☆studio_ｂ　ハンドメイド雑貨の青い世界
毎年世界⾃閉症啓発デー � in �Hakodateに協⼒してくださっている⼤⼈気の3�
つのお店が、「⻘」をテーマにしたプチマルシェを2⽇間にわたって開催。 �
アクセサリー、紙製品、雑貨と、同じ⻘でもそれぞれの世界が展開し、素敵 �
な商品が並びました。

毎年開催されている、⾃閉症や発達障がいに関する書籍やDVDの特設コーナーが今年も開設されまし �
た。沖⽥×華さんの著書もたくさん⽤意していただき、サイン会当⽇にはお⼀⼈で何冊も買い求める⼈ �
も⽬⽴ちました。

【オリジナルグッズ取り扱い】
今年も大人気のキャラクター「北うさぎ」をあしらったオリ 
ジナルグッズを各会場で取り扱いました。今年のグッズは、 
新たに登場したメモ用紙（80枚/300円）、ふせん（3色×30 
枚/250円）、毎年異なるデザインのフェルトストラップ 
（1,000円）、定番のクリアファイル（A4 250円／B5 150 
円）、タンブラー（350 ml/800円）でした。現在も、函館 
あうん堂ホールさんで一部を取り扱いいただいています。
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【YouTubeオンライン配信】4/2
　★スプリングフェスタ2022 ～自閉症啓発コンサート～
　　by 遺愛女子高等学校吹奏楽局
函館市芸術ホールで開催したライブコンサートをリ �
アルタイムでライブ配信しました。また、ブルーラ �
イトアップ点灯式の後には、ブルーに輝く五稜郭タ �
ワーの映像とともに録画配信を⾏いました。そのハ �
イレベルな演奏には賞賛のコメントが相次ぎ、4⽉末 �
の時点で3,000回近い再⽣回数となっています。 https://youtu.be/1WpIjafzJzE

　★BLUEの音楽祭2022（録画） 　　☆南北海道知的障がい福祉協会

https://youtu.be/Eg-t801OqO4

　　☆認定こども園 国の華

https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=283

　　☆白瀬勝経（ソロ・ピアノ）

https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=681

　　☆函館リコーダー協会

https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=1132 https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=1678

　　☆Silver＆Blues

　　☆ジャック・モウズ

https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=2174

　　☆ゴスペルクワイアMSC

https://youtu.be/Eg-t801OqO4?t=2958

今回は感染の拡⼤を受けてすべて録画による配信で �
の開催となりました。集まっての演奏が難しく、過 �
去の映像が中⼼ですが、今回の配信のために⼯夫を �
凝らして新たに録画していただいたものもあり、個 �
性豊かな演奏がそろいました。そのすべてを世界⾃ �
閉症啓発デー � in �Hakodateの公式YouTubeチャンネ �
ルでご覧いただけます。
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　★10周年記念特別企画「毎日やらかしてます」
　　～漫画家 沖田×華さんトークライブ～

https://youtu.be/RQBHO79h2wI?t=3891

4⽉2⽇に函館市芸術ホールで開催した沖⽥×�
華さんのトークライブをYouTubeでリアルタ �
イムにライブ配信しました。その模様は現在も �
アーカイブ配信でご覧いただけます。9⽉まで �
の期間限定での公開となりますので、ぜひお早 �
めにご覧ください。

　★ブルーライトアップ点灯式

https://youtu.be/RQBHO79h2wI?t=8427

函館市芸術ホールでの点灯式式典、道⽴函館美 �
術館前広場でのカウントダウンに加え、今年も �
⿅部町、森町、⼋雲町からの中継を加えて �
YouTubeチャンネルでのライブ配信を⾏いま �
した。各町からは町⻑にもご出演いただき、趣 �
向を凝らした地域のアピールで⼤いに盛り上が �
りました。配信は市⽴函館⾼等学校放送局、道 �
⽴函館⻄⾼等学校放送局の皆さんにご協⼒いた �
だきました。

鹿部町　盛田町長
鹿部間欠泉公園

森町　岡嶋町長
森町遺跡発掘調査事務所展示室

八雲町　岩村町長
八雲シンフォニー

市立函館高校、道立函館西高校放送局のMCの皆さん カウントダウン

【自閉症啓発デー・アート展　オンラインギャラリー】
https://liubhakodategallery.online/

第7回（2020年）、第8回（2021年）、第9回 
（2022年）自閉症啓発デー・アート展に出品さ 
れた作品のほとんどをオンラインでご覧いただ 
けます。オンラインギャラリーに掲載されてい 
る作品の写真撮影は函館商業高等学校写真部の 
皆さんです。



《助成》

函館社会福祉施設連盟様

《ご協賛》

⼀般社団法⼈ �渡島医師会様
⼀般社団法⼈ �函館⻭科医師会様

《ご寄付》

有限会社 �ごとう幼保教材社様
廣瀬三恵⼦様

特定⾮営利活動 �みんなのさぽーたーわっとな様
侑愛荘 �親睦会様
侑愛荘 �⾃治会様
侑愛荘 �保護者会様
NPO法⼈ �⽇本障害者・⾼齢者⽣活⽀援機構様
地域サービスセンターはこだて様

LIFEなかじま様
Lifeみなと様
Lifeまつみどおり様
放課後等デイサービスわらさんど様

放課後等デイサービスあおぞら様

放課後等デイサービスひまわり様

中島れんばいふれあいセンター様

育寮会様

ねお・はろう �保護者会様
デイケアセンター �ふれんず様
藤井良江様

梶⽥喜久⼦様

函館ききょう法律事務所様

医療法⼈社団 �函館脳神経外科様
堀⽥法律事務所様

アトム不動産様

加藤進様

共⽴管財（株）北海道⽀社様

嶋⽥・平井法律事務所様

メデック前⽥薬局様

⽣活介護 �しずく様
福島神経クリニック様

放課後等デイサービス �北陽様
野村不動産函館株式会社様

あるく・いち様

あるく・にぃ様

あるく・さん様

あるく・よん様

医療法⼈社団 �かとうメンタルクリニック様
レストランバスク様

株式会社 �⼤協防災様
窪⽥・横川法律事務所様

⽇下部博久様

（株）かね万むさしや本店様

そば処なな笑様

北陸銀⾏五稜郭⽀店様

北陸銀⾏函館東⽀店様

マッツ様

北海アウル⽯油販売株式会社様

株式会社 �猖々⾕建設様
⽩尾欣也様

ケアプラザ新函館・たけだクリニック様

社会福祉法⼈ �聖樹の杜様
Coco-Li l i様
株式会社 �あかさか義肢様
佐々⽊正熙様

Cloud９様

有限会社不動産企画ウィル �代表取締役 �佐藤真⼀様
新⽣園 �保護者会様
社会福祉法⼈ �かいせい様
野村俊幸様

ほくと⼩児クリニック様

医療法⼈社団 �多⽥内科医院様
有限会社 �⽇昇商事様
⼯房・虹と夢様

⼩板総業株式会社様

三⽅設備⼯業株式会社様

湯の川⼥性クリニック様

ポラリスひろば様

渡辺成⼦様

株式会社ダスキン美装 �代表取締役 �岩井勇雄様
治⽿⿐咽喉科様

星が丘寮 �保護者会様
⽵⽥⽪膚科医院様

はこだて療育・⾃⽴⽀援センター �渡邉⿇実⼦様
海渡産業株式会社様

（医）向井クリニック様

函館⽇吉四郵便局様

医療法⼈社団 �秀道会 �ひでしま内科クリニック �院⻑ �秀島道治様
⾃閉症者を⽀えよう「あっぷる」様

社会福祉法⼈ �侑愛会様
（株）⻲⽥清掃様

熊⾕内科⼩児科医院 �本間紀久雄様
トート相談薬局様

（有）更科るるGROUP様
放課後等デイサービス �るる様
放課後等デイサービス �るるメイト様
就労継続⽀援B型 �るるワークス様
就労継続⽀援B型事業所 �コロポックルはこだて様
佐々⽊俊克様

医療法⼈悠康会 �函館整形外科クリニック様
江繋雅昭様

三光⼯業株式会社様

櫻⽥なおみ様

太⽥千佳⼦様

マイプラン相談室any・えにぃ様
社会福祉法⼈函館⼤庚会 �理事⻑ �今均様
辻⼝宏太様

特定⾮営利活動法⼈ �つむぎ様
遺愛学院 �福島基輝様
有限会社 �ビデオ・ザ・キッド様
児童発達⽀援センターうみのほし �親睦会様
神⼾こむぎ館様

特定⾮営利活動法⼈ �千蛍社様
嶋⽥・平井法律事務所様

（株）寺島商会様

窪⽥・横川法律事務所様

北海道⼩鳩会 �函館分会様
髙橋鑑⼀様

マネジメントサポート合同会社様

⻑⽥晃⼀様

北海道⾔語聴覚⼠会 �道南⽀部様
岩森康⼦様

弁護⼠法⼈ �ゆめかなえ法律事務所様
北海道北⽃⾼等⽀援学校 �職員様
寺井多嘉⼦様

株式会社 �リスク・アイ様
湊法律事務所様

⽟⼭知⼦様

函館ゾンタクラブ様

（順不同）

このほかにも匿名でのご寄付を多数いただいています。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
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ご協力者一覧
《五稜郭タワーブルーライトアップ》

☆ �現地点灯式
五稜郭タワー株式会社様

有限会社スクリーンプロシモダ様

シモダ社⻑と有志の皆様

⻘⼭稜様

ご来賓の皆様

函館市芸術ホール様 

市⽴函館⾼等学校吹奏楽局様

北海道⽴函館美術館様

函館市教育委員会様

☆ �オンライン配信
⿅部町様

森町様

⼋雲町様

モリラボ様

NPO法⼈やくも元気村 �共⽣サロン⼋雲シンフォニー様
市⽴函館⾼校放送局様

北海道函館⻄⾼等学校放送局様

有限会社ビデオ・ザ・キッド様

井村圭介様（中島れんばいふれあいセンター）

就労継続⽀援B型 �ポラリスパス様
函館市芸術ホール様

NCV函館センター様

《スプリングフェスタ2022》
遺愛⼥⼦⾼等学校吹奏楽局様

有限会社ビデオ・ザ・キッド様

函館市芸術ホール様

《Blueの⾳楽祭》
認定こども園 �国の華様
⽩瀬勝経様

函館リコーダー協会様

Si lver �& �Blues様
ジャック・モウズ様

ゴスペルクワイアMSC様
有限会社ビデオ・ザ・キッド様

《トークライブ「毎⽇やらかしてます」》

沖⽥×華様
花澤亜希⼦様

株式会社ぶんか社様

太⽥千佳⼦様

有限会社ビデオ・ザ・キッド様

函館市芸術ホール様

《第９回 �⾃閉症啓発デー・アート展》
出展者の皆様

外⼭欽平様

安積徹様

画廊⼀花様

Kazuma�&�nono様
荻津賢様

北海道函館商業⾼等学校 �写真部様
北海道函館商業⾼等学校 �ボランティア部様
道南特別⽀援教育ネットワーク協議会様

友善史様

藤原則⼦様

⽯塚みち⼦様

道南しょうがい者就業・⽣活⽀援センターすてっぷ様

函館市芸術ホール様

《お話聴きますカフェ》

悠遊寛緩様

green樹様
函館市芸術ホール様

《⽺⽑フェルトでつくる「地球⽟」》

yoomoo�felt �works �tama様
函館市芸術ホール様

《プログラミングドローン操作体験》

⾃由研究研究所様

函館市芸術ホール様

《発達相談》

道南特別⽀援教育ネットワーク協議会様

函館市芸術ホール様

《函館 �蔦屋書店 �啓発デーイベント》
函館 �蔦屋書店様
相談⽀援事業所⼀条様

⽵内節⼦様

⻫藤ともみ様

吉⽥真⼣様

佐藤真⼦様

⼩笠原匠梧様

佐藤浩樹様

⻑⾕川隆明様

鈴⽊未希⼦様

⽵⽥奈津⼦様

⽥縁友博様

☆ �沖⽥×華さんサイン会
沖⽥×華様
株式会社ぶんか社様

☆ �プチマルシェ �あおいろ
Cloud9様
Coco-Li l i様
Studio_b様

☆ �ものづくり講座①
「あなたの⻘い⿃をみつけましょう」

eleven�art �Yube様

☆ �ものづくり講座②
「⾙合わせを作ってみよう」

⿃本奈々様

画廊⼀花様

☆ �縄⽂紙芝居
縄⽂DOHNANプロジェクト様

《Candle�night �around五稜郭タワー � in �Blue》
Colz様
ビストロやまくろ様

五稜郭・代志川様

キッチン中華あじたか様

⼆代⽬佐平次様

⿂まさ総本店様

GALA様
⾁と牡蠣様

広州Greco様
奥芝商店 �函館本店〜道南でSHOW〜様
Bar �BAMBOO様
Jol ly �Jel lyf ish様
haru-na-tei様
OLD�NEW�CAFE様
ビストロPOOR�NO�LEISURE様
函館あうん堂ホール様

そば処 �なな笑様
ポラリスひろば様

北海道七飯養護学校おしま学園分校PTA様
道南特別⽀援教育ネットワーク協議会様

《映画「旅⽴つ息⼦へ」上映》

市⺠映画館シネマアイリス様

函館YWCA様
⽯⽥⽂具様

函館あうん堂ホール様

画廊⼀花様

サポートセンターぱすてる様

NPO法⼈みんなのさぽーたーわっとな様

《ブルーキャンドル・プレミアムライブ》

蓑⽥峻平とShiga`s様
函館あうん堂ホール様

道南特別⽀援教育ネットワーク協議会様

ポラリスひろば様

《第５回 �ゆうあいアート展》
北陸銀⾏五稜郭⽀店様

社会福祉法⼈ �侑愛会様

《安積徹 �⽇本画展「⻘の世界」》
安積徹様

画廊⼀花様

《気軽に！スポーツ体験 �＆ �クッキー作り》
中島れんばいふれあいセンター様

《Caféいち啓発デー企画 �& �⼀条ミュージアム》
Caféいち様
社会福祉法⼈ �函館⼀条様

《空港deゆるーくモルック体験会》
函館空港株式会社様

函館モルックの会様

《「⾃閉症とともに」上映会

�＆ �パネル・書籍等 �各種啓発展⽰企画》
株式会社東京サウンド・プロダクション様

NPO法⼈ �ぷるすあるは様
函館 �蔦屋書店様
函館市芸術ホール様

函館市中央図書館様

２市１町放課後等デイサービス事業所連絡会様

道の駅 �なないろ・ななえ様
こどもイベントサークルハッピー様

北⽃市観光交流センター別館 �ほっくる様
道南しょうがい者就業・⽣活⽀援センターすてっぷ様

《ステッカー募⾦・グッズ募⾦等》

募⾦をしてくださった皆様

北海道七飯養護学校おしま学園分校様

函館市役所様

北海道函館養護学校様

渡島特別⽀援教育研究会様

函館社会福祉連盟様

北海道教育⼤学附属特別⽀援学校様

社会福祉法⼈ �侑愛会様
社会福祉法⼈ �函館⼀条様
渡島総合振興局様

檜⼭振興局様

函館あうん堂ホール様

《商品提供・その他》

おしま菌床きのこセンター様

⼯房・虹と夢様

サクセンカイギ社様

《広報・デザイン》

サクセンカイギ社様

北うさぎ⼯房様

奥村貴美⼦様

NHK函館放送局様
北海道新聞函館⽀社様

函館新聞社様

（株）FMいるか様
有限会社ビデオ・ザ・キッド様

Light � i t �up�Blue�Japan様

《報告書印刷協⼒》

道南特別⽀援教育ネットワーク協議会様

 
 

（企画別、順不同）
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