
 

 

4 月

日本では

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自閉症をはじめとする発達障がいについて広く啓発する活動を行っています。

していただくことを願って、沖縄県でも毎年さまざまな取り組みを企画しています

６人家族のうち５人が発達障害！そんな発達凸凹ファミリー

の

た“わが家の取り組み”

合唱コンサートや

イベントが盛りだくさん！

情報コーナー作品展示もあるよ！

は国連の定めた「月 2 日
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LIGHT IT UP BLUE
月 2 日の夜に世界中のランドマークや名所旧跡をブルーに

ライトアップして自閉症の啓発を図る取り組みです。

2010 年、ニューヨークに本拠地のある世界最大の自閉症支
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★ 沖縄県庁にて「発達障がい情報コーナー」の設置

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。

日 時 ： 平成

場 所 ： 沖縄県庁

★ 市町村での取り組み

市町村でも、発達障がい

例：庁舎内にて啓発コーナーの設置、啓発冊子等の市民配布、

のぼり旗・ポスター等の掲示、ホームページ等に関連情報を掲載、商業施設等のブルーライトアップ等）
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プログラム
：00 ～ 15

 3F ステージエアー

石嶺小学校合唱部の皆さん

沖縄県障害福祉課長 ） 

大道芸人けんぢさんによるパフォーマンス

によるライブパフォーマンス

発達障害情報コーナーや

さんによる親子ワークショップ開催！

当日変更の場合もあります。

那覇市、西原町、八重瀬町、与那原町、糸満市、北谷町、南城市、浦添市、豊見城市、

取り組み市町村は、あくまで予定となります。（

沖縄実行委員会 
わくわくの会、社会福祉法人

沖縄県社会福祉協議会、

がじゅま～る TEL

 
日の夜に世界中のランドマークや名所旧跡をブルーに

 

年、ニューヨークに本拠地のある世界最大の自閉症支

 
ブルーをシンボルカラーにした

様々な取り組みが行われ、誰もが参加できる活動として広がっ

18,602

カ所でライト

イオンモール沖縄ライカム、北谷町アメリカンビレッジ

ブルーにライトアップされる予定です！

沖縄県庁にて「発達障がい情報コーナー」の設置

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。

日（金） 9：

） 

の啓発に向けた取組みが行われる予定です！

庁舎内にて啓発コーナーの設置、啓発冊子等の市民配布、

のぼり旗・ポスター等の掲示、ホームページ等に関連情報を掲載、商業施設等のブルーライトアップ等）

【

青は癒やしや希望などを表す
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発達障害を理解していただく

ためのシンボルカラーとして

使用しています。
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沖縄県庁にて「発達障がい情報コーナー」の設置

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。
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本実行委員会は、青を自閉症や

発達障害を理解していただく

ためのシンボルカラーとして

使用しています。
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民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。
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青は癒やしや希望などを表す
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発達障害を理解していただく

ためのシンボルカラーとして

使用しています。 

那覇市、西原町、八重瀬町、与那原町、糸満市、北谷町、南城市、浦添市、豊見城市、

取り組み市町村は、あくまで予定となります。（2/13時点 ）

実施機関：沖縄県発達障害者支援

URL：http://www.okinawa

カーニバルパーク・ミハマ、

ブルーにライトアップされる予定です！ 

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。

のぼり旗・ポスター等の掲示、ホームページ等に関連情報を掲載、商業施設等のブルーライトアップ等）

 】 

青は癒やしや希望などを表す

世界自閉症啓発デー日

本実行委員会は、青を自閉症や

発達障害を理解していただく

ためのシンボルカラーとして

那覇市、西原町、八重瀬町、与那原町、糸満市、北谷町、南城市、浦添市、豊見城市、 

） 

沖縄県発達障害者支援

http://www.okinawa

カーニバルパーク・ミハマ、

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。

のぼり旗・ポスター等の掲示、ホームページ等に関連情報を掲載、商業施設等のブルーライトアップ等）

 

沖縄県発達障害者支援センター） 

http://www.okinawa-gajyumaru.jp/

民ホール内に情報コーナーを設け、発達障がいへの理解を促進するための小冊子や、社会資源リスト等を配布します。 

のぼり旗・ポスター等の掲示、ホームページ等に関連情報を掲載、商業施設等のブルーライトアップ等） 

gajyumaru.jp/ 


