2016 年 3 月

報道関係各位

一般社団法人 Get in touch

４月２日、世界中がブルーに彩られるスペシャルデー

ハチ公もブルーに！青いモノを身に着けて街に出かけよう！

『Warm Blue Day 2016』開催

フライヤー、アート作品、ライブ等、障害では無く「特性」を共有しよう！
～いいものはいい。アートはアート。多様なアーティストの「ブルー」作品を集めたアート展＠青山にも大注目！～
“まぜこぜ”の社会の実現を目指して活動する一般社団法人Get in touch（代表：
東ちづる）は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」の4月2日（土）に、テーマカラ
ーの「ブルー」を活用したアクション『Warm Blue Day 2016』を展開します。
Get in touchでは、自閉症だけではなく、さまざまな障がいのある人、難病やLGBT
など、多様な人達が生きやすい社会の実現をめざし、マイノリティのPR活動を行って
きました。マイノリティへの「理解」を求めるのではなく、色とりどりの人達が「ま
ぜこぜ」の心地よさを実感できる機会をつくっています。
世界中のランドマークがブルーに染まる4月2日。
Get in touchは2013年より、オーティズム（自閉症）の人たちのあたたかさと重ね
あわせ『Warm Blue Day』と名付け、東京タワーや原宿・表参道などでイベントを行
ってきました。今年は、駅前を中心に大きく変貌する渋谷、アートな街・青山、そし
て、日本を代表するスポットの東京タワーを中心に、
「青いものを身につけて集まれ！」
と呼びかけています。
※後援：厚生労働省、文部科学省（申請中）、世田谷区、渋谷区、一般財団法人渋谷区観光協会、渋谷区商店会連合会、渋谷道玄坂商店街振興組合

★4月2日（土）～8日（金）の「発達障害啓発週間」には、18時～23時、都庁第一本庁舎もブルーにライトアップします。

渋谷ではハチ公がブルーに！！街中が、ネットがブルーであふれる！？
◆ハチ公が「Get×BEAMS」のオリジナルブルーTシャツを着用！（4／2（土）10：00～17：00）
ファンションブランドのBEAMSが、Get in touchの活動コンセプトである“まぜこぜ”をTシャツにデザ
イン。このTシャツを渋谷のシンボルであるハチ公が着用します。ボランティアの人達も同じTシャツを
着て渋谷の街で活動します。

◆渋谷区仮庁舎がブルーデコレーション（3／26（土）～4／２（土））
渋谷区仮庁舎をGet in touchがブルーにデコレーションします。

◆ブルーカー＆バイク走行（4／2（土）13：00～15：00）

取材おススメ

取材おススメ

取材おススメ

世界の名車をはじめとしたブルーカー・ブルーデコカー、ブルーのハレーやドゥガティが渋谷区仮庁舎
をスタートして渋谷、青山、表参道、原宿、東京タワー界隈を走行します。

◆渋谷ヒカリエのブルーライトアップ（4／2（土）16：00～22：00）
東口のランドマークタワー「渋谷ヒカリエ」がブルーライトアップ。

取材おススメ

◆誕生20周年のサンリオキャラクター「ポムポムプリン」がブルーの衣装で参加！
（4／2（土）12：30～13：00）

誕生20周年を迎えたサンリオキャラクター「ポムポムプリン」がWarm Blue Dayの応援団長として
渋谷区仮庁舎にやってきます。オリジナルのブルー衣装で、「東急電鉄キャラクターのるるん」と一緒
に4/2の啓発を呼びかけます。

© 1996, 2016 SANRIO CO., LTD.

◆渋谷の街中でプロのカメラマンが青いモノを身に着けた人達を撮影！SNSで拡散します！
（4／2（土）13：00～17：00）

プロのカメラマンが渋谷の街中に出動、街ゆく青いモノを身に着けた人達を撮影します。撮影した写真は
Get in touchのFBなどにリアルライムでアップし、拡散を狙います。
ハッシュタグは「#mazekoze」「#WBD2016」「#LIUB」

青山では色とりどりの作者によるブルーアート展が！週末は MAZEKOZE 体感イベント開催！
一足早く、3/21（月・休）のダウン症の日より、4/18（月）まで、伊藤忠青山アートスクエアではブル
ーの作品を集めた『Warm Blue MAZEKOZE Art Ⅱ』を開催します。「ママがおばけになっちゃった」の
絵本作家、のぶみやさかなクン、３２６も「Warm Blue」がテーマの作品を提供！！障がいのあるアー
ティストの作品と「まぜこぜ」の展覧会。唯一無二のアート展はあなたハートを鷲づかみにします！会期中
の土曜日は参加型のイベントが盛りだくさんです
※詳細は次ページを参照ください。
※次頁以降は、渋谷以外で展開する「ブルー」アクションです。

のぶみさん

『Warm Blue Day 2016』に関する報道関係者からのお問い合わせ先
WBD PR 事務局（株式会社ジェーワン 大柳、野尻）TEL：03-3584-4981 FAX：03-3584-5230
読者・視聴者からのお問合せ先：03-6721-1300/070-5467-0936 info@getintouch.or.jp
※当日取材に関しましては、別途、ご案内させていただきます
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青山の主な「ブルー」アクション
◆いいものはいい。アートはアート Warm Blue MAZEKOZE Art Ⅱ（3／21（月・休）～4／18（月））
「まぜこぜの社会」は、様々な特性、個性ある人が当たり前にいる社会。
だからこそ、支え合う社会。
支え合いたい時に、アタフタオロオロしないように、普段から、浅く、広くつながっていたい。
ゆるいつながりがいい。
MAZEKOZE 作品と向き合ってみて下さい。
まずは感じて下さい。
ハッピーや、びっくりや、へんてこや、痛み・・・。
作品の数だけ、アーティストがいます。様々な特性、個性の私たちです。時に、症状や状態、
「違う」ということで、カテゴライズされます。ですが、実は「同じ」もいっぱいです。
「違う」も「同じ」もおもしろがって、ゆるくつながっていきましょう。
敢えてアーティストの特性は表記していません。
感じて下さい。
いいものはいい。アートはアートを。
「まぜこぜ」の居ごこちのよさをゆっくり～
一般社団法人 Get in touch 代表 東ちづる
■開催概要
タイトル：いいものはいい。アートはアート Warm Blue MAZEKOZE Art Ⅱ
作品点数：約100点
主催：一般社団法人Get in touch
共催：伊藤忠商事株式会社
会期：2016年3月21日（月・祝）～4月18日（月） 会期中無休
時間：11：00～19：00
会場：伊藤忠青山アートスクエア
（東京都港区北青山2-3-1シーアイプラザB1F TEL：03-5772-2913）
入場：無料
協力：賛同企業各社
後援：厚生労働省、文部科学省、渋谷区
出品作家：東ちづる/阿部花凛/阿部恵子/阿山隆之/安藤和弘/石井浩一/伊藤泰行/イドマサノリ/岩佐勇太郎/
大竹徹祐/太田宏介/おがたりこ/尾崎ミオ/オゼキイサム/片山真理/金子隆夫/鬼頭純平/衣笠泰介/小石川ユキ/
小林一緒/コバヤシカオル/さかなクン/佐々木卓也/隅野由子/関口忠司/田川誠/田久保妙/谷村虎之介/ちくちく/
塚本愛実/中清水巽/中津川浩章/のぶみ/萩原幹大/長谷川豊/半澤真人/東美名子/松本寛庸/326/村山太一/moriuo/
渡部裕太
■会期中イベント ※Get in touchオリジナルグッズの販売を実施
会期中の週末は、アート展に出展する作者も参加するトラックペイント（3/26）や、自閉症ラッパーや全盲のシンガーソン
グライターなどによる音楽ライブ（4/9）、多様性社会＝まぜこぜの社会を考えるトークショー（4/16）など、違いを共有す
ることの心地よさを体感いただけます。

●3/21（月・休）15：00～ ≪オープニングレセプション≫

オープニングのこの日は「世界ダウン症の日」。楽しいLive＆ダンスパフォーマンスも開催！

●3/26（土）14：00～ ≪MAZEKOZE Paint≫

取材おススメ

楽しくブルーにペイントしちゃおう！出展アーティストも参加！みんなでペイントした
MAZEKOZEブルーアートカ―は、4月2日に街中を走行します。
協力：M.BROTHERS、日本理化学工業、筆の里工房

●4/2（土）14：00～ ≪MAZEKOZE Photo Spot≫

青いものを身に着けて集まり、プロカメラマンに撮影してもらおう！
撮影した写真はGet in touchのFBなどにリアルライムでアップして拡散。
ハッシュタグは「#mazekoze」「#WBD2016」「#LIUB」
取材おススメ

●4/9（土）14：00～ ≪MAZEKOZE Live≫

ちょっとフツーじゃない！色とりどりの音楽ライブ。Get in touchのテーマソングも披露！
出演：GOMESS、佐藤ひらり、片山真理
参加費：1,000円（税込）

●4/16（土）14:00～ ≪MAZEKOZE Talk≫ 「みんなの学校」上映×トークショー

誰も排除しない夢の学校「大空小学校」を描いたドキュメンタリーを上映（45分バージョン）。その後「まぜこぜの社会」について、時
代を切り拓くパイオニアたちに東ちづるが問いかけます。
出演：木村泰子（大空小学校元校長）、長谷部健（渋谷区長）※予定、中津川浩章（美術家）
司会：東ちづる（女優・Get in touch代表）
参加費：1,000円（税込）
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東京タワーの主な「ブルー」アクション
◆「Blue Photo Spot」ブース（4／2（土）15：00～17：00）

プロのカメラマンが思い思いのブルーでオシャレしたみんなを撮影。
撮影した写真はSNSでリアルタイムにアップしてGetのSNS等でハッシュタグ付で拡
散します。
ハッシュタグは「#mazekoze」「#WBD2016」「#LIUB」

◆「エンタメサイネージ」
（4／2（土）15:00～17:00）

その場でユニークなブルーフォトが撮影できるエンタメサ
イネージを設置。ブルーのオシャレをしてこなかった人
も、参加できます！

◆ワークショップやグッズ販売（4／2（土）14：00～18：00）

東京タワー正面のテントブースでは、自閉症をはじめとした発達障害の当事者と交流するワークショップや当事者作成のグッ
ズ販売などを行います。
取材おススメ

◆ライブ＆パフォーマンス（4／2（土）16：00～18：00）
バリアフリーロックバンド「サルサ・ガムテープ」をはじめ、東京タワー広場では、「自閉症体験」などのワークショップや「バナナのた
たき売り」などの大道芸が行われます。

◆ブルーライトアップ点灯式（4／2（土）18：15～18：30）※22：00まで点灯
厚生労働省等が主催する、大臣や議員、自閉症団体などが参加の点灯式を行います。

その他の主な「ブルー」アクション
◆世田谷区庁舎イベントへの参画（4／1（金）12：00～13：00）
障害者差別解消法が施行される4月1日にあたり、区職員はもちろん、一般の区民にも広く周知し、意識を高めていくことを
目的にセレモニーを開催。また翌日の4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーにあたることから、東京における取組を
しってもらい、参加を促す機会としてGet in touchもセレモニーへ参加します。
≪場 所≫世田谷区役所 本庁舎 中庭
≪内 容≫
取材おススメ
●アートパフォーマンス
●区長宣言
●リレートーク（東ちづるより、障害者差別解消法施行に関する応援メッセージ＋「WBD2016」への参加呼びかけ）
●風船、グッズ等を配布

◆世田谷区役所第2庁舎のブルーデコレーション（3／25（金）9：00～）
区職員や区議会議員、ボランティアが区庁舎をブルーのハートでデコレーションします。

取材おススメ

◆新宿2丁目の撮影会＆ブルーデコレーション（3／26（土）撮影会、4／2（土）ブルーデコレーション）
4つのレストラン＆バー及び１つのNPO法人に賛同いただき、3／26（土）にお店スタッフやお客様とブルーフォト撮影。
4／2（土）にはお店をブルーデコレーション。

◆クラウドファンディング（3／1（火）～4／30（土））
3/1より、同啓発イベントPR及び資金収集を目的としたクラウドファンディングを開催！
気軽に500円から参加できるクラウドファンディングで、Warm Blue DayやGet in touchの
紹介も盛り込んでいる。
http://japangiving.jp/p/3805

◆KDDI社会貢献サイト「キボウのカケハシ」での募金受付
（3／２０（日）～８／３１（水））
3/20より、Warm BlueイベントやGet in touchの活動支援の募金受付を開始。
auかんたん決済やじぶん銀行からの募金が可能。
http://kakehashi.kddi.com/

◆KDDI協賛によるAR技術を活用したPR施策（3／２０（日）～4／2（土））
「SATCH VIEWER（byKDDI）」をスマホなどにダウンロードし、ポスターやチラシに掲載されたGetち
ゃんマーク（右）にスマホの画面をかざすことで、専用サイトへリンクし、代表の東ちづるの動画メッセーや
オリジナルアイテム等を取得いただける仕組を実施。

◆渋谷駅前交番前の広告ボードで啓発広告を掲出（4／1（金）、2（土））
13m×3mの世界自閉症啓発デー広告を掲出します。

◆東急百貨店南館壁面に啓発広告を掲出（4／1（土）～15（金））
11m×7mの世界自閉症啓発デー広告を掲出します。
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「ブルー」ライトアップ＆デコレーション＆キャンドルディナー施設一覧
◆渋谷、青山、新宿等を中心に、ブルーライトアップ・デコレーション、ブルーキャンドルディナーを開催します。

4/2（土）～8（金） 日没よりライトアップ

★東京ゲートブリッジ（4/2 日没～24：00）、都庁第一本庁舎（4/2～8 18：00～23：00）＜発達障害啓
発週間＞がブルーライトアップ。
●【世界自閉症啓発デー】（4/2）とは
全世界の人々にオーティズムを理解してもらうために、国連総会（平成19年12月18日開催）において決議された国際デー。世
界中でこの日に合わせた様々な取り組みが行われる。これまで海外では、ニューヨークのエンパイアステートビルやブロードウェイ、オー
ストラリアのベルタワー、カナダのナイアガラの滝、CNタワー、エジプトのピラミッドなどがブルーにライトアップされた。

●【一般社団法人 Get in touch】とは
だれも排除しない「まぜこぜの社会」をめざして、生きづらさを感じている人たちによるアートや音楽などのエンターテインメントを通じて、
“ちがうことの素晴らしさ”を啓発。
代表：東ちづる
一般社団法人 Get in touch
〒107-0052東京都港区赤坂9丁目1番7号 赤坂レジデンシャル532号室
03-6721-1300/070-5467-0936 info@getintouch.or.jp
★最新情報は、GetのWEBサイトをご覧ください
http://getintouch.or.jp/
https://www.facebook.com/getintouchjapan

参考： 世界自閉症啓発デー ライトアップ（Light it Up Blue）
【世界】※過去実績
◆エンパイアステートビル（ニューヨーク／アメリカ合衆国）
◆ロックフェラーセンター（ニューヨーク／アメリカ合衆国）
◆ベルタワー（オーストリア）
◆ナイアガラの滝（カナダ）
◆国会議事堂（ブダペスト／ハンガリー）
◆コルコバードのキリスト像（リオデジャネイロ／ブラジル） ※他、世界 45 ヶ国 3000 ヶ所でライトアップ
【日本】
◆4/2 に東京タワー（東京）をはじめ、約 45 施設以上の全国のランドマークがブルーにライトアップ予定。
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