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「2 Years to Go！開催まであと 2 年！」機運醸成期間に 

会場関連自治体および各パートナーがイベントを実施 
 

 東京 2020 組織委員会は、東京 2020 大会の開催まであと 2 年という節目を迎えるに当たり、東京

2020 オリンピック開会日の 7 月 24 日（火）と東京 2020 パラリンピック開会日の 8 月 25 日（土）

を含む 7 月 13 日（金）～9 月 6 日（木）を「2 Years to Go！開催まであと 2 年！」機運醸成期間と

位置付けて、東京都をはじめとする関係団体と連携してさまざまなプロジェクトを展開しています。 

8 月は、会場関連自治体および各パートナーにおいてパラリンピックに関連するイベントを中心に

さまざまな取り組みが行われています。つきましては、現時点における主なイベント予定を別紙のと

おりご案内いたします。 

 

また、東京 2020 大会開催 2 年前の時期に、大会に向けて全国で機運が高まっています。東京 2020 

参画プログラムでは、これまでに 6 万件以上のイベント等を認証しています。機運醸成期間中は、認

証事業・イベントにて使用していただける「2 Years to Go！」入り東京 2020 公認マークや 2 年前

PR ツールのデータ提供等を通して、オールジャパンで大会開催 2 年前を盛り上げていきます。 

＊東京 2020 参画プログラムは、東京 2020 大会に向けた機運醸成および大会後のレガシー創出に

向けた全国のアクションを、東京 2020 組織委員会が認証する仕組みです。認証事業については、

以下の特設サイトをご覧ください。 

   URL：https://participation.tokyo2020.jp/jp/ 

 

 

【お問い合わせ】 

東京 2020 組織委員会 

広報局広報部戦略広報課 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-3502-8874 

担当：早川、井戸、伊藤、女屋（マーケティングパートナーに関すること） 

平沼、奥村（その他東京 2020 に関すること） 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 
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別紙  

会場関連自治体の主なイベント 

（埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県） 

 

主催者名 埼玉県、2020 オリンピック・パラリンピック／ラグビーワールドカップ 2019

埼玉県推進委員会 

イベント・事業名 埼玉で開催！2 年前イベント～東京 2020 パラリンピックに向けて～ 

開催場所 ららぽーと富士見、富士見市立市民総合体育館 

開催日 2018 年 8 月 25 日（土） 

ららぽーと富士見：10:00〜18:00／富士見市立市民総合体育館：13:00〜16:30 

開催概要 ららぽーと富士見、富士見市立市民総合体育館で 2020 年のパラリンピックに向

けて開催。パラリンピックを理解できる 20 以上のブースや競技体験、吉澤ひと

みさんのトーショーやお笑い芸人ピスタチオによるミニステージなど多彩な内

容です。入場無料。 

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/events/countdown/300825.html 

問い合わせ先 埼玉県オリンピック・パラリンピック課 

TEL：048-830-2881 

 

 

主催者名 朝霞市 

イベント・事業名 朝霞にオリンピック・パラリンピックがやってくる！ 

「東京 2020 パラリンピックに向けた２年前カウントダウンイベント」 

開催場所 産業文化センター 

開催日 2018 年 8 月 25 日（土）10：00～16：00 

開催概要 射撃の競技会場である朝霞市では、東京 2020 パラリンピック開催 2 年前イベン

トを開催し、大会を盛り上げます。主なイベントは、ボッチャ競技体験、ハンド

バイク体験、盲目のヴァイオリニスト白井祟陽さんや、お子様が一緒に楽しめる

にゃんたぶぅによるミニコンサートなど。射撃のパラリンピアン田口亜希さん

も来場予定です。 

URL http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/100/oly-2years-to-go-4.html 

問い合わせ先 朝霞市オリンピック・パラリンピック室 

TEL：048-462-0801 
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主催者名 千葉県、千葉市、みんなで応援！千葉県経済団体協議会、オリンピック・パラリ

ンピック等経済界協議会 

イベント・事業名 千葉にオリンピック・パラリンピックがやってくる！【Tokyo 2020 2 Years to Go!】 

開催場所 イオンモール幕張新都心（千葉市美浜区豊砂 1-1） 

開催日 2018 年 8 月 25 日（土）、26 日（日）10：00～17：00 

開催概要 東京 2020 パラリンピックの 2 年前を記念して、オリンピック・パラリンピック

の県内開催競技の普及および機運醸成のため、官民一体となって、県内開催競技

種目の体験やオリンピック・パラリンピックに関する取り組みの紹介等を実施し

ます。また、パラスポーツ体験等を通じ、共生社会の実現を目指します。 

URL https://www.pref.chiba.lg.jp/oripara/pre-camps/press/2018/momentum-building-

events300627.html?edit=1 

問い合わせ先 千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局事前キャンプ・大会競技

支援課 TEL：043-223-2428 

 

主催者名 神奈川県、藤沢市 

イベント・事業名 【Tokyo 2020 2 Years to Go!】 

東京 2020 大会はもう目前！2 年前記念イベント in 神奈川 

開催場所 テラスモール湘南（藤沢市辻堂神台 1-3-1) 

開催日 2018 年 8 月 25 日（土）10：00～18：00 

開催概要 東京 2020 大会開催 2 年前を記念して、神奈川県開催競技であるセーリングの艇

に気軽に触れることができる体験会のほか、ボルダリングなど各種オリンピック・

パラリンピック競技体験を実施します。また、三浦大輔氏（アテネ 2004 大会野

球銅メダル）と知事によるトークショーや公式スポンサーブースも展開します。 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x3t/tokyo2020/event.html#twoyearstogo 

問い合わせ先 神奈川県スポーツ局オリンピック・パラリンピック課広報グループ  

TEL：045-285-0787（直通） 

 

主催者名 静岡県、伊豆市、小山町、御殿場市、裾野市 

イベント・事業名 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた自転車競技開催２年前イベン

ト in 静岡県 

開催場所 プラサヴェルデ（沼津市大手町）  

開催日 2018 年 8 月 26 日（日）14：30～16：00 

開催概要 8 月 26 日のプラサヴェルデでの２年前イベントでは、代表クラスによるトーク

ショーや見本走行、DVD によるパラサイクリングの競技紹介、タンデム乗車体

験を行い、競技の認知度向上とファン層の裾野拡大を図ります。 

URL http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-320/olypara/olypara.html 

問い合わせ先 静岡県文化・観光部スポーツ局オリンピック・パラリンピック推進課 

TEL：054-221-3744 
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【 パートナー主催のイベント 】（開催日順） 

 

主催者名 株式会社毎日新聞社 

イベント・プログ

ラム名 

パレスサイドビルインナードレッシング 

開催場所 パレスサイドビル（千代田区・東京メトロ・東西線「竹橋」駅直結） 

開催日 2018 年 7 月 24 日(火)〜8 月 31 日(火) 

開催概要 パレスサイドビル地下 1 階に競技会場が登場！？メダリストになった気分を味わ

いませんか？プールや表彰台は”立体感のある”写真を撮影することができます。

号外をモチーフにした大型新聞パネルも登場！さらに、1 階エレベーターホール

には、空手選手などの迫力ある写真も登場します！ぜひ、東京 2020 大会を感じ

てください！ 

 

主催者名 東京ガス株式会社 

イベント・プログ

ラム名 

もっと知ろう！東京 2020 パラリンピック全 22 競技大集合！ 

〜 頑張る人に、いいエネルギーを。〜 

開催場所 ガスの科学館がすてなーに（東京都江東区豊洲 6-1-1） 

開催日 2018 年 7 月 31 日（火）～8 月 26 日（日） 

開催概要 当社独自の「東京ガス東京 2020 パラリンピック応援かるた」等において全 22 競

技を紹介しています。また「パラリンピック競技イメージフォトスポット」では、

パラバドミントンやパラテコンドーをまるで選手として行っているように会場背

景と合成し、写真撮影することができます。尚、一部展示を 8/17 より当社新宿 SR

で実施予定です。 

URL https://www.tokyo-gas-2020.jp/event/cp/catch_copy.html 

 

主催者名 三井不動産株式会社 

イベント・プログ

ラム名 

ふつうじゃない 2020 展 by 三井不動産 

開催場所 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 

開催日 2018 年 8 月 10 日（金）～8 月 26 日（日） 

開催概要 “「ふつうじゃない」って最高だ。”をコンセプトに、東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピックのふつうじゃない魅力をふつうじゃない方法で展示する体験型展示

イベント。誰でも体験して学べる企画が満載！ぜひご来場ください！（入場無料・

雨天中止） 

URL https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/other_information/futsuujyanai2020/ 
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主催者名 三井不動産株式会社 

イベント・プログ

ラム名 

第 14 回「三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020」 

～東京 2020 オリンピック・パラリンピックムーブメント～ 

卓球アカデミー 

開催場所 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 

開催日 2018 年 8 月 16 日（木） 

開催概要 三井不動産スポーツアカデミーでは、講師に一流のアスリートを招待し、オリン

ピックとパラリンピックの競技紹介や体験会を実施しています。今回は、ロンド

ン 2012 オリンピック卓球女子団体銀メダリスト平野早矢香さんを講師に迎え、

卓球の基本から上級者に合わせたレッスン等、当アカデミーならではのプログラ

ムを行います。 

URL http://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/sports_academy/pingpong/ 
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【 パートナー主催のイベント（東京 2020 参画プログラム認証事業） 】 

 

主催者名 パナソニック株式会社 

イベント・事業

名 

SUMMER FESTA2018 

開催場所 パナソニックセンター東京 

開催日 2018 年 7 月 22 日（日）～8 月 31 日（火） 

開催概要 東京 2020 大会開催の 2 年前に向け、夏休みに「スポーツ」をテーマとしたさまざ

まなアクティビティを開催します。 

・歴代マスコットを学ぼう！（7 月 22 日～8 月 31 日） 

・スポーツをゲームで楽しもう（8 月 10～12 日） 

・東京 2020 パラリンピック応援イベント（8 月 25・26 日） 

 

URL https://www.panasonic.com/jp/corporate/center/tokyo.html 

 

主催者名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

イベント・事業名 キヤノンキッズパーク 2018 

開催場所 キヤノン S タワー（港区港南 2-16-6） 

キヤノンデジタルハウス大阪（大阪市北区中之島 3-2-4） 

キヤノンデジタルハウス名古屋（名古屋市中区錦 1-11-11） 

キヤノンデジタルハウス銀座（中央区銀座 3-9-7） 

開催日 2018 年 7 月 21 日（土）～8 月 31 日（火） 

開催概要 キヤノンショールームが開催する夏休み期間中の小学生親子向け社会貢献イベン

トです。 

・環境＆科学実験教室、リサイクル実験教室  

・ジャンル別写真撮影セミナー  

・自由研究工作ワークショップ  

・職業体験ワークショップ 

URL http://cweb.canon.jp/kidspark2018/index.html 

 

 

 

 

 


