2014 年 3 月 14 日
一般社団法人 Get in touch
世界自閉症啓発デー：４月２日、東京タワーをはじめ、世界のランドマークがブルーに染まります！

オーティズム（自閉症）の方や LGBT など、生きづらさを感じる人たちが生きやすい
“まぜこぜの社会”の実現を目指して
昨年よりパワーアップ！ 青い何かを身につけて、東京タワーへ集まろう！

『Warm Blue Day 2014』 取材のご案内
2014 年 4 月 2 日（水） 16：00～／東京タワー
後援：厚生労働省、文部科学省
東京タワーイベントスケジュール
16：00～：青色の世界の名車、バイク、自転車のパレード（代官山 蔦屋書店→東京タワー＜17 時着予定＞）
レーシングカーの展示＆試乗会
17：00～：“ブルーアイテム”配布＆チャリティー販売、音楽ライブ公開リハーサル、
ブルーカー、自転車の展示
18：15～：東京タワー・ブルーライトアップ 点灯式（厚生労働省等主催）
18：30～：◆東ちづる、宮本亜門の司会によるキャンドル・リレー
◆安倍昭恵夫人によるオーティズムへの理解の呼びかけ

東ちづる

宮本亜門

◆ハローキティによる自閉症当事者等とのハグ
◆サルサガムテープ+Get in touch（東ちづる、宮本亜門）によるライブ
◆石井竜也氏×松永貴志氏×梶原徹也氏×鈴木井咲氏によるスペシャ
ルセッション
※プログラムは予定のため、変更の可能性が有ります。
※15：00より東京タワー下に報道受付を設置いたしますので必ずお立ち寄
り下さい

石井竜也さん

ハローキティ
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一般社団法人Get in touch（理事長：東ちづる）では、国連総会で決議された世界自閉症
啓発デーの4月2日（水）に、東京タワーで行われるブルーライトアップ点灯式（厚生労働省
等主催）との連動イベント『Warm Blue Day 2014』を昨年に続いて開催します。
『Warm Blue』は、オーティズム（自閉症）の人たちが持つ、人間らしいあたたかさと重ねて
名付けました。ブルーには「涼しい」「クール」というイメージがあります。でも、あたたかいブ
ルー、情熱的なブルーもきっとあるはずです。人を先入観で判断しないで、まっすぐ向き合
って欲しい。そんな願いを込めています。
イベントのコンセプトは、「人それぞれのちがいを楽しむこと」。東京タワーのステージでは、ファーストレディーの安
倍昭恵夫人が登壇し、オーティズムへの理解を呼びかけます。さらに、今年はハローキティ40周年アニバーサリーイ
ベント「HUGして“ぎゅっ”」の一環でブルーの衣装のハローキティが、自閉症当事者達とハグを行います。そして、登
壇者、自閉症当事者、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー）、在日外国人など、いろとりどり
の人々がみんな一緒に青いキャンドルによるキャンドル・リレーを行います。
その後、かしわ哲をリーダーとする究極のバリアフリー・ロック・バンド「サルサガムテープ」にGet in touchの東ちづる
や宮本亜門等が参加して“まぜこぜ”ライブを開催。さらに、石井竜也さん（ヴォーカル）、松永貴志さん（ピアノ）、梶原
徹也さん（ドラム）、鈴木井咲さん（ギター）等による一夜限りのスペシャルセッション「Warm Blue Session」も開催しま
す。
この他、珍しいブルーの名車やバイク、自転車のパレード＆展示に加え、国内トップフォーミュラの「スーパーフォー
ミュラ」の車両展示＆試乗（走行せず運転席の試乗）など、昨年よりも内容をパワーアップします。
また、連動企画として、東京タワー会場とは別に、表参道のアートスペース「BA-TSU ART GALLERY」にて、プロもアマ
も、大人も子供も誰でもまぜこぜで参加できるアートイベントを開催します。
ご取材いただける場合は別紙取材申込書を 3 月 31 日（月）までに、FAX にてご返信いただきますようお願いいたします。
『Warm Blue Day 2014』 に関するお問い合わせ先

Get in touch イベント PR 事務局（株式会社ジェーワン内：大柳、伊藤、野尻、神）
TEL：03-3584-4981 FAX：03-3584-5230 e-mail:j1-itou@path.ne.jp もしくは j1-show@path.ne.jp

FAX 返信先：03-3584-5230
世界自閉症啓発デー Get in touch イベント ＰＲ事務局（㈱ジェーワン内） TEL：03-3584-4981

４月２日、世界がブルーに染まります

『Warm Blue 2014』取材申込書
【日時】 4 月 2 日（水）16：00～19：10（点灯式は 18：15～18：30）〈受付開始 15：00〉
【会場】 東京タワー正面玄関（東京都港区芝公園 4 丁目）
【アクセス】
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 5 分
都営三田線 御成門駅 徒歩 6 分
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩 7 分
都営浅草線 大門駅 徒歩 10 分
ＪＲ線 浜松町駅 徒歩 15 分

正面玄関前
※15：00～報道受付開始
※ご希望の取材にチェックをお願いします。
①東京タワー会場
ライブ
（公開リハーサル）
17：00～18：00

名車パレード
16：00～17：00

東京タワー・ブルーライ
トアップ 点灯式
18：15～18：30

キャンドル・リレー
ライブ＆トーク
18：30～

東京タワーと連動した
キャンドル・リレー
18：15～19：20

トークショー
19：30～20：00

②BA-TSU ART GALLERY 会場
粘土ワークショップ、
ライブペイントほか
12：00～17：00

こどもたちと歌おう！
16：30～17：00

御社名
御媒体名（番組名）
御部署名
御芳名
御同行者名
カメラ有無

□スチール

□ムービー

具体的な取材希望者を記載下さい。調整し、ＰＲ事務局よりご連絡いたします

個別取材
御連絡先

□有・□無
TEL

E‐MAIL

※お送りいただいた個人情報は、ＰＲ事務局（株式会社ジェーワン）の個人情報保護方針に基づき管理し、法令およびその他の規範にしたがっ
て、ニュースリリース等の発信、記者会見や施設内覧会の案内など、広報活動に必要な範囲に限り使用します。

『Warm Blue Day 2014』キャンペーン＆イベント概要
◆【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（自閉症）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。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、エジプトのピラミッドなどがブルーにライトアップ。
◆【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、さまざまな理由で社会から遠ざけられ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”を啓発する団体。
【キャンペーン概要】
○ブルーキャンドルのチャリティー販売（実施中）
被災地のなたね油を利用し、GET ちゃんマークを印刷した「ブルーキャンドル」（カメヤマキャンドルハウスとのコラボ）を
製作（ともす東北オフィシャルショップ＜http://tomoru311.com/＞、原宿神宮前商店会等の協賛ショップでチャリティー販
売予定。都内レストランで、ブルーキャンドルディナーを実施）
○ソーシャルメディアを使って「日本中をブルーに！」と参加の呼びかけ（実施中）
○アメリカンホーム・ダイレクトによる新聞広告（３月２６日・４月２日）
○都内のレストラン・アパレルショップ等で、名刺サイズカード、フライヤーなど配布（実施中）
【イベント概要】
○“ブルーアイテム”の配布＆チャリティー販売
ブルーキャンドル（アメリカンホーム・ダイレクト提供）やブルーバルーンの配布、世界で唯一の青いカ
ーネーション「ムーンダスト」(サントリーフラワーズ提供)のプレゼント（抽選）ほか、Get in touch の
キャラクター「Get ちゃん」がデザインされた BEAMS とのコラボ T シャツや、テイラーメイド製のゴルフボ
ール、Get バッチなどをチャリティー販売いたします。
○カメヤマキャンドルハウス＋ともす東北の協力による「ブルーキャンドルタワー」
○会場に集まった皆でブルーキャンドルのリレー
○安倍昭恵夫人によるオーティズムへの理解の呼びかけ
毎年 9 月の国連総会の時期に合わせて開催される世界各国のファーストレディーほかが集まる世界最大の自
閉症啓発団体 Autism Speaks の呼びかけにより開催された昨年の世界自閉症会合（6th Annual World Focus on
Autism）に、日本からも初めて安倍昭恵夫人が参加しました。4 月 2 日の当日は、安倍昭恵夫人も登壇し、オ
ーティズムへの理解を呼びかけます。

ムーンダスト

○ハローキティとハグ
ハローキティが全国・海外へ 40 年間の「ありがとう」の気持ちをこめてたくさんの人々に HUG（ハグ＝愛情
をこめて抱きしめる）をしに行く「ハローキティ」の 40 周年アニバーサリーイベント「HUG して“ぎゅっ”」
の一環として、ブルーの衣装のハローキティがライブステージに登場。ステージで様々な人たちとハグします。
ハローキティ
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○“まぜこぜ”ライブ
究極のバリアフリー・ロック・バンド、サルサガムテープに Get in touch の東ちづる、宮本亜門
が参加し、Get in touch のテーマソング等をステージで披露。「ヘンテコでもいい」「人と違っ
ていたってかまわない」。ラララ～♪とみんなで合唱
○Warm Blue Session
音楽とアートで平和を祈念する「GROUND ANGEL」活動を 2002 年から展開しており、横浜・広島・
東京などでのべ 100 万人近くを動員、また東日本大震災復興支援にも積極的に取り組んでいる石井竜也
さんがゲスト参加。
そして、世界的ジャズピアニストの松永貴志さん、伝説のロックバンド、ブルーハーツのドラマー 梶
原徹也さん、数々の著名ミュージシャンとセッションするギタリストの鈴木井咲さん等が参加する一夜
限りのスペシャルセッションを開催。

サルサガムテープ

石井竜也さん

松永貴志さん

梶原徹也さん

鈴木井咲さん

○希少なブルーカーやブルーオートバイが、東京タワーに集結！今年はレーシングカーの展示＆試乗会も開催！
他ではなかなか見られない珍しいブルーカーやブルーのバイク、自転車が、代官山～渋谷～代々木公園～明治神宮～表参道～
青山通り～六本木をパレードし、東京タワーに集結。
真っ赤なイタリアンカラーの二輪の名車「ドゥカティ」では非常に希少なブルーの車体が登場。珍しいブルーの二輪駆動自転
車も参加します。
＜出展（予定）四輪車種＞
パトカー（劇用車）／ランボルギーニカウンタック／メルセデスベンツ／ボルボ S60／ル
ノールーテシア／フォードフィエスタ／ポルシェ 911／ポルシェボクスター／レンジロ
ーバー／フィアットチンクエチェント／VW ビートル／VW ゴルフ／ミニクーパー／AZ-1
ほか
＜出展（予定）二輪車種＞
「Ducati Diavel」
カラー：Blue Corse Stripe

この他、キグナス石油がスポンサードする国内トップフォーミュラのスーパーフォーミュラで活躍するチーム キグナス スノ
コ（チームルマン）の車両の展示＆試乗会（走行せず運転席の試乗のみ）を開催します。

Team KYGNUS SUNOCO（Team LeMans）

◎表参道「BA-TSU ART GALLERY」で連動イベント開催（12：00～20：00）
４月２日は、東京タワー会場とは別に、表参道でもイベントを行います。表参道の会場となる「BA-TSU ART GALLERY」では、
おそうじボランティア「グリーンバード」と、会場周辺ならびに表参道の清掃活動の実施や、自閉症アーティスト佐々木卓也
氏の作品展示・販売や「ねんどワークショップ」を開催します。そして、日本理化学工業のガラス等に描いても濡れた布で消
せるクレヨン「キットパス」を使用した、ピープルデザイン研究所のクリエイティブディレクターでアーティストの sense＋
KAZ による「ライブペインティング」を開催。また、絵本作家のスギヤマカナヨ氏、イラストレーターの小石川ユキ氏が参加
する、おとなもこどもも、プロもアマも"まぜこぜ"で創作する「まぜこぜアート」、こども未来探求社がプロデュースする、
青の素材を使って色々なあそびやものづくりが体験できる「青のアートコーナー」、さらに「こどもたちと歌おう！」ライブ
等々、誰でも参加できる様々なイベントを行います。18:15 からは東京タワーと中継を繋ぎ、キャンドル・リレーやネルソン・
バビンコイのライブを開催。中継終了後にはトークショーも行います。
※プログラムは予定の為、変更の可能性が有ります。
【イベントスケジュール】
・１０：３０～１１：３０
・１２：００～１７：００

・１６：３０～１７：００
・１７：００～
・１８：１５～
・１９：３０～２０：００

・会場並びに表参道の清掃活動
・自閉症アーティスト 佐々木卓也氏の作品展示・販売、「ねんどワークショップ」
・アーティスト sense＋KAZ による「ライブペインティング」
・プロもアマも”まぜこで”で制作する「まぜこぜアート」
・青の素材を使って色々なあそびやものづくりが体験できる「青のアートコーナー」
・「こどもたちと歌おう！」ライブ
・“ブルーアイテム”配布
・東京タワーと連動した「キャンドル・リレー＆ライブ（ネルソン・バビンコイ）」
・ゲストを迎えてのトークショー
＜ゲスト＞
須藤 シンジ（ピープルデザイン研究所）／小笠原 舞（こどもみらい探求社）／
小竹 めぐみ（こどもみらい探求社）／杉山 文野（ハートをつなごう学校）

会場：BA-TSU ART GALLERY（バツ アート ギャラリー）
住所：東京都渋谷区神宮前 5-11-5
アクセス：東京メトロ千代田線・東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 7 番出口 徒歩 5 分
参加費：無料

Warm Blue キャンペーン協賛企業・団体（3/13 現在）
★Get in touch は、Get in touch の理想に賛同いただいた多くの企業・団体・個人のサポートによって運営されています。
アクティオ、アメリカンホーム・ダイレクト、AlonAlon、アントレックス、アンビグラム、エーピーコミュニケーションズ、オーギャマン・ド・トキオ、
CA4LA、カーヴドリラックス、カメヤマキャンドルハウス、キグナス石油、グルーンバード、クレディセゾン、CROSS TOKYO、こどもみらい探
求社、サントリーフラワーズ、サンリオ、SHIPS、ジェーワン、湘南音響、SHINDO S.I.C.ショールーム、スラップショット、世田谷区、セディナ、
sense+KAZ、代官山蔦屋書店、ダブル、テイラーメイド、東京タワー、東京都自閉症協会、東京レインボーウィーク、ドゥカティジャパン、トッ
プス、トラットリア・シチリアーナ・ドンチッチョ、トリバーチ、永谷園、日本スマートハウジング、日本理化学工業、ニューバランス ジャパン、
BA-TSU ART GALLERY、ハートをつなごう学校、ハイテンション、ハイパーハイパー、ハガレックス・ジャパン、博報堂、PPB コミュニケーショ
ンズ、PR-y、POOL、ピープルデザイン研究所、ビール酒造組合、BEAMS、ヒステリックグラマー、ビルドー、不二ラテックス、ブリッジグルー
プ、ポ・プイユ、万田発酵、ミュゼ ダートフローラル、ムロタニ、元麻布 東郷、モレスク、森ビル、L'artisan、レディーX、レストラン I 他多数協
賛予定
※以上、50 音順
後援：厚生労働省、文部科学省

参考①： 「東京タワー・ブルーライトアップ 点灯式（予定）」（厚生労働省等主催） 概要
日時
：2014 年 4 月 2 日（水）18：15～18：30（約 15 分間）
場所
：東京タワー 正面玄関前
進行（予定）：主催者挨拶、来賓挨拶などの後、ブルーライトアップ点灯ボタン・スイッチオン

参考②： 世界自閉症啓発デー ライトアップ（Light it Up Blue）一覧
【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）
◆ナイアガラの滝（カナダ）
◆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 101 カ国 8400 箇所でライトアップ
【日本】
◆4 月 2 日に東京タワー（東京）をはじめ、約 70 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。
詳細は、あっとオーティズムのホームページ（http://happy-autism.com/）に順次公開されます
＜LIUB Japan 2014 各地ライトアップ施設リスト＞
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北海道
〃
〃
〃
〃

さっぽろテレビ塔
札幌市時計台
釧路幣舞橋四季の像
堀口クリニック（釧路市）
緑が丘公園 展望台（苫小牧市）
五稜郭タワー（函館市）
宮城県
石ノ森漫画館（石巻市）
〃
仙台放送電波塔（仙台市）
茨城県
イオンモール水戸内原１メインコート
千葉県
千葉ポートタワー
埼玉県
所沢市役所
東京都
東京タワー
六本木ヒルズ森タワー
表参道ヒルズ
東京ゲートブリッジ
SHIPS原宿店
SHIPS渋谷店
BA-TSUアートギャラリー
群馬県
高崎白衣大観音
神奈川県 横浜マリンタワー
〃
江の島シーキャンドル
新潟県
NEXT21
富山県
世界遺産五箇山菅沼集落
〃
富山城
〃
クロスランドタワー
石川県
金沢城公園石川門
山梨県
富士急ハイランド
長野県
高島城
岐阜県
信長ゆめ広場
愛知県
ツインアーチ138（一宮市）
大阪府
通天閣
〃
大阪城
兵庫県
神戸ポートタワー
〃
兵庫大仏能福寺（神戸市）
〃
明石海峡大橋
〃
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
〃
ホテルオークラ神戸

38

〃

神戸ハーバーランドｕｍ ｉｅ モザイク 大観
覧車（神戸市）
39 〃
しあわせの村（神戸市）
40 〃
ファンタジー号（神戸市）
41 〃
楠木正成公像（神戸市）
42 〃
錨山（神戸市）
43 〃
フラワーロード「光のミュージアム」 （神
戸市）
45 〃
三田谷教育治療院（芦屋市）
46 〃
芦屋市役所
47 岡山県
備中国分寺 五重塔
48 〃
鶴山公園 備中櫓
49 広島県
広島城天守閣
50 山口県
海峡ゆめタワー
51 〃
はいからっと横丁大観覧車（下関市）
52 〃
ときわ公園遊園地観覧車（宇部市）
53
亀山八幡宮 参道（下関市）
54 高知県
高知城
55 徳島県
両国橋西公園（徳島市）
56 島根県
益田市障害者福祉セン ター あゆ みの
里
57 大分県
別府タワー
58 鹿児島県 溶岩焼薩摩屋本店（霧島市）
59 〃
鹿児島中央駅観覧車「アミュラン」
60 北海道
らくだ軒恵庭店
61 〃
びっくりドンキーひばりヶ丘店
62 〃
びっくりドンキー手稲前田店
63 福島県
びっくりドンキー富久山店
64 〃
びっくりドンキー福島西バイパス店
65 〃
びっくりドンキー桑野店
66 〃
びっくりドンキー平野店
67 宮城県
びっくりドンキー黒松店
68 茨城県
びっくりドンキー土浦店
69 神奈川県 びっくりドンキー北鎌倉店
70 〃
びっくりドンキー綾瀬店
71 埼玉県
びっくりドンキー川越店
72 〃
びっくりドンキー鶴ヶ島店
73 兵庫県
びっくりドンキー生田川店
74 〃
びっくりドンキー西宮今津店
75 福岡県
びっくりドンキー福岡空港店

六本木ヒルズ森タワー「ティアラライト」
ブルーバージョン

以上は、３月１２日時点のライトアップ施設です。
今後も施設数は増えていく可能性がありますので随時 HP または FB でご確認くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ：world.happy.mamas@gmail.com／お急ぎの場合のみ：０８０−４２３３−５６６５（佐伯）
尚、直前は電話がつながりにくくなる場合もあります。どうぞよろしくお願いいたします。
ライトイットアップブルーJapan 2014 実行委員会

表参道ヒルズ

