
栄 テレビ塔をブルーにライトアップ

●お問い合わせ Eメール　liub2016nagoya.pr@gmail.com

▲

カウントダウンセレモニー

▲

ボランティアが合唱＆ダンス

15：00～ プレイベント
1７：00～ カウントダウンイベント
19：00 終了

名古屋 栄 ＜もちのき広場＞
4/２●土

100人に1～2人という高い頻度で生まれてくる、自閉症の人たちのことをより多くの人に理解していただくため、
国連が定めました。社会性の障害やこだわり行動・感覚過敏などの、他者との違いがあること、そして、丁寧に教えら
れていくなかで学んでいく人たちであることを多くの人に理解いただくための啓発活動です。

毎年4月2日は国連が定めた
「世界自閉症啓発デー」です。

LIGHT ON
CEREMONY

当日、参加の皆さまに限定スマホアプリが
お楽しみいただけます。 ※詳しくは当日会場にて

Let's Sing
Let's Dance!

LIUB-LIVE▲

今話題のシンガーソングライター
　見田村千晴のライブ
見田村千晴●2011年タワーレコード主催の
オーディションにて準グランプリを獲得、イン
ディーズで２枚のアルバムを発売。
2013年ミニアルバム「ビギナーズ・ラック」で、
ビクターレコーズよりメジャー・デビュー。
2015年アルバム「正攻法」をリリース。

自閉症【謎解き】アプリ

イベントの紹介

会場限定アプリ

お楽しみ
に！

NPO 法人アスペ・エルデの会/中京大学 現代社会学部辻井正次ゼミ/工学部曽我部哲也ゼミ/心理学部明翫光宜ゼミ

● 主催：ＮＰＯ法人 アスペ・エルデの会

● 後援：名古屋徳川ライオンズクラブ

自閉症の女性Mayumiさん作曲「ブルーバード」
などをダンスを交えながら合唱すします。

愛知県知事・名古屋副市長はじめ来賓をお招き
テレビ塔ブルー点灯までのカウントダウン。

▲

オーティズムトークショー
自閉症体験や自閉症当事者、その家族、専門家
によるトークライブ。

もちのき広場

栄

テレビ塔

■中日ビル三越■
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より多くの人に自閉症の理解を広げるために

10:00～18:00（最終日17:00）
東桜会館

3/29●～4/3●火 日

ギャラリー・会議室・集会室
名古屋市東区東桜2-6-30

主催：LIUB名古屋実行委員会　協力：名古屋テレビ塔株式会社　後援：愛知県  名古屋市  JDDnet（一般社団法人 日本発達障害ネットワーク）

オーティズムアート展

みんなが塗った動物塗り絵でゲーム
を楽しめる「アニマルファイターズ」、
画面の中で動物が大暴れ！アートと
ゲームで遊んでみませんか？

Get in touch！ 2016 名古屋

by Taichi Hoshiya

会場のご案内
中京大学
映像メディア表現研究室制作

全国各地から寄せられた、心揺さぶる独創的な作品を展示

ご来場を
お待ちして
います！

長嶋柊

谷村虎之介
錦通

桜通
▲
N

東桜会館

高岳

新栄地下鉄東山線地下鉄東山線

地下鉄桜通線地下鉄桜通線

◆地下鉄をご利用

◆お車をご利用

東山線「新栄町」駅1番出口より北西へ徒歩5分
桜通線「高岳」駅3番出口より南東へ徒歩5分

153号線「芸術創造センター前」の信号を西へ
約100m

自閉症の啓発セミナー

ギャラリー

会期中毎日開催・会議室もりはじめ

体験型ゲームイベント

アニマルファイターズ

ふれあいMAZEKOZEイベント

Up-to-date発達障害
パネルで解説、ここまでわかってきた「発達障害」

何が飛び出すか？お越しになってからのお楽しみ！

ギャラリー

屋嘉比ひろし
川村智英

皆さまの参加
お待ちし

ています

4月2日「世界自閉症啓発デー」、自閉症の理解を広げるため世界中のランドマークがブルーに
ライトアップされます。名古屋でもテレビ塔でLight It Up Blue 2016を開催。

TalkLiveAutism

http://www.as-japan.jp  E-mail info-k@as-japan.jp

入場
無料

講師/辻井正次（中京大学）ほか

自閉症のさまざまな理解の仕方について講師を招き
セミナーを毎日開催。せひご参加ください。

会期中毎日開催・会議室



自閉症・発達障害について
理解をしよう

自閉症・発達障害支援者講座（１）
Vineland-Ⅱ適応行動尺度
（実施方法）研修

3/29●火

Get in touch！ 2016 名古屋

自閉症の啓発セミナーのご案内

10:00～ 18:00～
講師：

自閉症・発達障害
支援者講座

3/30●水 自閉症・発達障害支援者講座（2）
Vineland-Ⅱ適応行動尺度
（実施方法）研修

10:00～ 18:00～

辻井 正次
（中京大学）

講師：石川 道子
（武庫川女子大学）

3/31●木 自閉症・発達障害支援者講座（3）
Vineland-Ⅱ適応行動尺度
（実施方法）研修

10:00～ 18:00～
講師：明翫 光宜

（中京大学）

4/ 1●金 自閉症・発達障害支援者講座（４）
日本版感覚プロファイル（SP）研修

10:00～ 18:00～
講師：黒田 美保

（名古屋学芸大学）

4/ 2●土 10:00～
講師：堀田 あけみ

（作家・椙山女学園大学）

4/ 3●日

12:00～ 13:30～
講師：辻井 正次

（中京大学）

進行：辻井 正次
（中京大学）

会場：東桜会館 会議室

高校生・学生・ハイティーン向け
対人関係スキル・ワークショップ

成人期の親亡き後の
自立支援の仕組みを創るために

啓発講演 無料

特別セッション無料特別セミナー 無料

支援者講座 有料



Get in Touch Nagoya 2016   世界自閉症啓発デー イベント 

（名古屋市後援、愛知県、名古屋徳川ライオンズクラブ後援） 

 

主催：LIUB名古屋実行委員会 

中京大学現代社会学部辻井ゼミ、工学部曽我部ゼミ、心理学部明翫ゼミ、NPO法人アスペ・エルデの会 

 

期日：2016年3月29日—―4月3日 （問い合わせはNPO法人アスペ・エルデの会： info@as-japan.jp） 

会場：東桜会館（集会室・ギャラリーなど）：〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２丁目６−30 

※ 申し込みは、以下のNPO法人アスペ・エルデの会のセミナー申し込みサイトからお願いいたします。

（ http://www.as-japan.jp/seminar/search.php ） 

なお、講師やプログラム内容など、今後また変更がある場合もありますので、申し込みの際にセミナー申

し込みサイトで内容を再確認して申し込みください。一般向きは無料、支援者向けは有料です。 

子どもたちが楽しめる内容もありますので、どうぞ気楽にお出で下さい。 

 

3月29日（火）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画、支援者講座（午後） 

 午前10時—― 啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」 

講師：辻井 正次（中京大学） ＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/288 ＞ 

 午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・終日） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

 午後18時—― 自閉症・発達障害支援者講座（１）「Vineland-Ⅱ適応行動尺度（実施方法）研修」  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/276 ＞ 

 

3月30日（水）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画、支援者講座（午後） 

 午前10時 啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」 

講師：石川 道子（武庫川女子大学）＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/289 ＞ 

 午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・終日） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

 午後18時—― 自閉症・発達障害支援者講座（２） 

「Vineland-Ⅱ適応行動尺度（解釈と個別支援計画の作成）研修」 

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/272 ＞ 

 

3月31日（木）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画、支援者講座（午後） 

 午前10時 啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」 

講師：明翫 光宜（中京大学） ＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/290 ＞ 

 午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・終日） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

 午後18時—― 自閉症・発達障害支援者講座（３）「Vineland-Ⅱ適応行動尺度（実施方法）研修」  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/273 ＞ 

mailto:info@as-japan.jp
http://www.as-japan.jp/seminar/search.php
http://www.as-japan.jp/seminar/288
http://www.as-japan.jp/seminar/276
http://www.as-japan.jp/seminar/289
http://www.as-japan.jp/seminar/272
http://www.as-japan.jp/seminar/290
http://www.as-japan.jp/seminar/273


4月 1日（金）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画、支援者講座（午後） 

 午前10時 啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」 

講師：黒田 美保（名古屋学芸大学） ＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/291 ＞ 

 午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・終日） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

 午後18時—― 自閉症・発達障害支援者講座（４）「日本版感覚プロファイル（SP）研修」  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/275 ＞ 

 

 

4月 2日（土）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画 

 

 午前10時—― 啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」 

講師:堀田 あけみ（作家・椙山女学園大学）  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/292 ＞ 

  

午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・夕方まで） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

 午後15時—― LILUB2016（もちのき広場） 

 

 

4月 3日（日）  

啓発講演「自閉症・発達障害について理解をしよう」（午前）、啓発企画、交流イベント（午後） 

 

 午前10時—― 保護者向け 体験ペアプロ + α 「自分と子どもを理解をしよう」 

講師：辻井 正次（中京大学）  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/293 ＞ 

  

午前10時—― オーティズムアート展（ギャラリー・夕方まで） 

 午前11時—― 自閉症・発達障害；理解啓発・表現ワークショップ 

午前12時—― 高校生・学生；ハイティーン向け「対人関係スキル・ワークショップ」 

講師：辻井 正次（中京大学）  

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/294 ＞ 

 

午後13時半—― 特別セッション；成人期の「親亡き後の自立支援の仕組みを創るために」 

進行：辻井 正次（中京大学） 

＜お申込みサイト http://www.as-japan.jp/seminar/295 ＞ 

 

午後15時—―  自閉症・発達障害 MAZEKOZEイベント（触れあい囲碁） 

 

 

http://www.as-japan.jp/seminar/291
http://www.as-japan.jp/seminar/275
http://www.as-japan.jp/seminar/292
http://www.as-japan.jp/seminar/293
http://www.as-japan.jp/seminar/294
http://www.as-japan.jp/seminar/295

