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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う 
世界自閉症啓発デー in Hakodate 2020 の開催について 

 
2020 年 3 月 16 日 

 
関係各位 
 
皆様もご存知の通り、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、道内には緊急事態宣言が出され、休

校等の措置がなされているところです。この状況を受けて世界自閉症啓発デー in Hakodate 2020 でも

各企画の開催について慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、現時点で別紙のように決定いたし

ましたのでお知らせをいたします。 
検討中の企画を開催することになった場合には、感染予防について万全の措置を行い、細心の注意を

払って開催をいたします。皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 
なお、今後さらに変更がある場合には速やかに公式フェイスブック、ツイッター、インスタグラム等

で告知させていただきます。 
 
公式フェイスブックページ 
https://www.facebook.com/LIUBHakodate/ 
公式ツイッター 
https://twitter.com/LIUB_Hakodate/ 
公式インスタグラム 
https://www.instagram.com/liub_hakodate/ 
 

ご不明な点につきましては事務局までお問い合わせください。 
 

世界自閉症啓発デー函館地域実行委員会 
実行委員長  福島 基輝（公印省略） 

 
 

【問い合わせ先】 
世界自閉症啓発デー函館地域実行委員会 事務局 
〒041-0802  北海道函館市石川町 41-2 

ゆうあい会石川診療所内 
TEL 080-9686-5764 FAX 0138-47-8496 
E-mail blue.hakodate.hkd@gmail.com 

  

https://www.facebook.com/LIUBHakodate/
https://twitter.com/LIUB_Hakodate/
https://www.instagram.com/liub_hakodate/
mailto:blue.hakodate.hkd@gmail.com
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世界自閉症啓発デー in Hakodate 2020 開催状況 
（2020 年 3 月 16 日現在） 

※ いずれの企画も今後の状況によって中止または内容を変更することがあります。 
 
＜中止を決定しているもの＞ 
開催予定日 会場 企画名 
3/18～27 函館市役所 小鳩会ギャラリー 
3/21 五稜郭電停交差点 「世界ダウン症の日」街頭啓発活動 
3/28 テーオーデパート 世界自閉症啓発デー×めぐる市×モノクラ 
3/29 JR 新函館北斗駅 新鮮なシイタケ販売 
3/29 道の駅 なないろ・ななえ ハッピーこどもイベントサークル（パネル展示除く） 

Happy Blue Goods 販売 
LD/ADHD 等の心理的疑似体験プログラム 
Kazuma くんのデジタル絵本上映 

3/29 ふらっと Daimon 公開凸凹座談会 
ふらっとにじいろコンサート 
あおいろ健康体操教室 
一条ミュージアム 
こうじさんの容赦なき似顔絵コーナー 
ふらっと Café 
パネル展示 

3/29～4/8 函館蔦屋書店 青いものづくり講座 
カラーリーディング 
Cloud 9 あおいろアクセサリーマルシェ 
DAIGO マジックショー 
公開凸凹座談会 

3/31 港の庵 子育ておしゃべり広場 
4/1～5 函館市芸術ホール ぬりえコーナー 
4/1～5 函館市芸術ホール 発達相談 
4/2 函館市芸術ホール おたのしみ企画 1  
4/2 五稜郭タワー・アトリウム 世界自閉症啓発デー記念セレモニー 

Blue の音楽祭 
Cog 出店 
パネル展示 
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＜縮小しての開催を検討しているもの＞ 
開催予定日 会場 企画名および変更内容 
2/3～4/3 北陸銀行五稜郭支店 ゆうあいアート展（展示替えを中止） 
3/29～4/8 JR 新函館北斗駅 パネル展示のみ実施 
3/29～4/6 道の駅 なないろ・ななえ パネル展示のみ実施 
3/29～4/8 函館蔦屋書店 DVD・書籍特設コーナーのみ実施 
4/2 美術館前広場 ライトアップ点灯式の会場への集合は中止 

五稜郭タワー・ブルーライトアップは実施 

＜会場を変更し感染対策を徹底したうえで行うもの＞ 

＜感染予防対策を徹底したうえで予定通りの開催を検討中のもの＞ 
開催予定日 会場 企画名 
4/1～2 市内各飲食店 Candle Night around 五稜郭タワー in Blue 
4/1～5 函館市芸術ホール 第 7 回自閉症啓発デー・アート展（来場しなくても鑑賞

できるオンラインギャラリーの併設を検討中） 
4/1～5 函館市芸術ホール Kazuma くんのデジタル絵本上映 
4/1～5 函館市芸術ホール パネル展示 
4/1～5 画廊一花 安積徹日本画展「青の世界」 
4/2～7 函館市中央図書館 パネル展示 
4/4 中島れんばいふれあいセン

ター 
お話聴きますカフェ 
LD/ADHD 等の心理的疑似体験プログラム 

4/5 函館市芸術ホール 羊毛フェルトで作る「地球玉」 
プログラミングでドローン操作体験 

4/4～4/10 シネマアイリス 映画「誰もが愛しいチャンピオン」上映 

＜インターネットでの無観客ライブ配信を予定しているもの（別紙参照）＞ 
開催予定日 企画名 
3/29 DAIGO マジックショー 

＜京都×北海道＞公開凸凹座談会「障がいを生きる。楽しく生きる。」 
4/2 ちかこ先生のわくわく☆サイエンスショー 

五稜郭タワー・ブルーライトアップ点灯式＆カウントダウン 
五稜郭タワー・ブルーライトアップ 

開催予定日 会場 企画名 
3/23～29 テーオーデパート 

 
函館一条 Café Cog（ふらっと Café より名称変更） 
函館一条ミュージアム（一条ミュージアムより名称変更） 
パネル展示 
※内容はふらっと Daimon の企画より移行 
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世界自閉症啓発デー in Hakodate 2020 
インターネット・ライブ配信（ストリーミング中継）の 

お知らせ 
 
世界自閉症啓発デー in Hakodate を応援してくださっている皆様 
 

世界的な新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、私たちの生活にも大きな影響が及んでいます。先の見通しがつか
ない中で不安に感じていらっしゃる方も多いことと思います。世界自閉症啓発デー in Hakodate でも、この状況下でや
むなく開催を断念せざるを得ない企画もありました。 

しかしながら、多くの皆様に応援していただき開催に向けて準備を進めてきた私たちは、このようなときだからこそ多くの
みなさまにお届けできるものもあるのではないかと考え、下記の企画についてインターネットを利用した無観客でのライブ配
信を行うことといたしました。パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネットを利用できる機材をお持ちの方であれば
どなたでも視聴できます。 

 
【配信サイト】 
Light It Up Blue Hakodate 公式 YouTube サイト 
https://www.youtube.com/channel/UCVHPNPU635L0a3nYhpSV-nw 
 
 
【配信スケジュール】 
3 月 29 日（日） 14:00～15:00 DAIGO マジックショー 
 15:00～16:00 ＜京都×北海道＞公開凸凹座談会「障がいを生きる。楽しく生きる。」 
4 月 2 日（木） 17:30～18:00 ちかこ先生のわくわく☆サイエンスショー 
 18:00～18:30 五稜郭タワー・ブルーライトアップ点灯式＆カウントダウン 
 18:30～21:00 五稜郭タワー・ブルーライトアップ 
 
※ 動画の視聴は通信データ量が多くなりますので固定 WiFi 等での視聴をお勧めします。 
※ ストリーミング中にツイッターにて「#LIBU 函館」のハッシュタグをつけてツイートしていただくと、中継の中でご紹介させて

いただくことがあります。 
 
多くの皆様のご視聴をお待ちしております！ 

 
【お問い合わせ】 
世界自閉症啓発デー函館地域実行委員会 事務局 

〒041-0802 北海道函館市石川町 41-2 
ゆうあい会石川診療所内 

TEL 080-9686-5764 FAX 0138-47-8496 
E-mail blue.hakodate.hkd@gmail.com 

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

