
31

31

　東京2020大会の延期が決まった2020年や、大会本番を迎えた2021年のイベントは、新型
コロナウイルス感染状況の影響を受けることになり、極めて難しいものでした。感染症対策を
行い、実施できたイベントもあれば、中止判断を余儀なくされたイベントもありました。厳し
い状況下ではありましたが、できることは何かを模索し、参加者の安全を第一に据えて、気運
醸成に取り組みました。

大会期間前の気運醸成（イベント・ブース出展）

気運醸成７

■オリンピック開幕1年前パネル展示
日程：2020年7月20日（月）～8月7日（金）
会場：市庁舎1階　みんなの広場
参加者数：650名
内容：東京2020オリンピック開幕1年前を記念して市
庁舎でパネル展示を実施しました。市内を通過する自転
車ロードレースコースの紹介や、町田市ゆかりのアスリ
ートのプロフィール紹介を行いました。

■聖火リレートーチ展示
日程：2020年11月16日（月）、17日（火）
会場：�町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェルカムゲート
参加者数：1772名
内容：東京都が主催する「東京2020聖火リレートーチ
巡回展示」の一環で実施しました。2日間とも天候に恵
まれ、多くの方にオリンピック・パラリンピックの2つ
のトーチを間近で見ていただくことができました。

■パラスポーツトークライブfrom町田
日程：2021年2月21日（日）
会場：�オンライン/町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェ

ルカムゲート
参加者数：250名
内容：ゲストにリオ2016パラリンピック銀メダリスト
の鹿沼由理恵さんと、安田大サーカス団長安田さんを招
いて、パラスポーツの魅力やパラリンピック情報を発信
しました。視聴者とアンケート機能でコミュニケーショ
ンをとりながら実施しました。
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■まちだサステナビリティフェス【ブース出展】
日程：2021年3月8日（月）～28日（日）
会場：町田モディ
参加者数：3865名
内容：テナントスペースで、マスコットパネルを中心と
した展示を実施しました。また、21日には、アスリート
トークショーを実施し、水田光夏選手（東京2020パラリ
ンピック射撃出場）と、関根花観さん（リオ2016オリン
ピック女子1万メートル出場）をゲストにお招きしました。

■オリンピック・パラリンピックマスコット巡回訪問
日程：2021年3月17日（水）、20日（土）
会場：�子どもセンター全5館・子ども発達センター
参加者数：323名
内容：施設利用者を対象として、各施設を巡回しました。
感染症対策を十分に行い実施したため、ミライトワ・ソ
メイティとのハグやハイタッチはできませんでしたが、
記念撮影を楽しんでいただくことができました。

■チャレンジマッスル【ブース出展】
日程：2021年8月3日（火）
会場：市立総合体育館
参加者数：200名
内容：使えなくなったバドミントンのシャトルをきれい
に飾り付けするワークショップを、主に子ども向けに開
催しました。また、町田市で事前キャンプを行ったイン
ドネシアパラバドミントンチームへの応援メッセージも
集めました。

コミュニティライブサイト(※)とパブリックビューイングの中止
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、残念ながら中止となってしまいましたが、
市民のみなさまが会場に集まって楽しく応援できるイベントを計画していました。コミ
ュニテイライブサイトに関しては、オリンピック期間は自転車ロードレースに合わせた
日程で地域イベントと連携した企画を（会場：小山白山公園）、パラリンピック期間はパ
ラバドミントンの決勝に合わせた日程で様々なパラスポーツ競技体験を含めた企画を（会
場：市立総合体育館）、それぞれ予定していました。パブリックビューイングに関しては、
町田市ゆかりのアスリートが出場する競技を中心に、市庁舎1階で予定していました。

※コミュニテイライブサイトとは� �
　東京2020大会期間中に、競技中継のほか、会場装飾・競技体験・飲食コーナー・ステージイベン
トなど、多数のコンテンツを用意するイベントのこと。

コラム

31

　東京2020大会の延期が決まった2020年や、大会本番を迎えた2021年のイベントは、新型
コロナウイルス感染状況の影響を受けることになり、極めて難しいものでした。感染症対策を
行い、実施できたイベントもあれば、中止判断を余儀なくされたイベントもありました。厳し
い状況下ではありましたが、できることは何かを模索し、参加者の安全を第一に据えて、気運
醸成に取り組みました。

大会期間前の気運醸成（イベント・ブース出展）

気運醸成７

■オリンピック開幕1年前パネル展示
日程：2020年7月20日（月）～8月7日（金）
会場：市庁舎1階　みんなの広場
参加者数：650名
内容：東京2020オリンピック開幕1年前を記念して市
庁舎でパネル展示を実施しました。市内を通過する自転
車ロードレースコースの紹介や、町田市ゆかりのアスリ
ートのプロフィール紹介を行いました。

■聖火リレートーチ展示
日程：2020年11月16日（月）、17日（火）
会場：�町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェルカムゲート
参加者数：1772名
内容：東京都が主催する「東京2020聖火リレートーチ
巡回展示」の一環で実施しました。2日間とも天候に恵
まれ、多くの方にオリンピック・パラリンピックの2つ
のトーチを間近で見ていただくことができました。

■パラスポーツトークライブfrom町田
日程：2021年2月21日（日）
会場：�オンライン/町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェ

ルカムゲート
参加者数：250名
内容：ゲストにリオ2016パラリンピック銀メダリスト
の鹿沼由理恵さんと、安田大サーカス団長安田さんを招
いて、パラスポーツの魅力やパラリンピック情報を発信
しました。視聴者とアンケート機能でコミュニケーショ
ンをとりながら実施しました。

32



33

33

大会期間中の気運醸成（イベント）

■大迫傑選手応援企画
日程：2021年8月8日（日）
会場：市立金井中学校　体育館
参加者数：21名

東京2020オリンピック男子マラソンに出場した大迫傑選手（市立金井小学
校、市立金井中学校出身）の母校、金井中学校体育館で応援企画を行いました。
　当日は在校生や保護者など21名が参加し、テレビ中継を通して札幌でレースに挑む大迫
選手へ、メッセージボードを掲げて応援の気持ちを送りました。ゲストとして同校出身のオ
リンピアン関根花観さんや大迫選手の恩師山口智美先生、元校長の比良田健一先生にもご参
加いただき、マラソン競技や大迫選手の中学校時代のエピソードなどをお聞きしました。
　レース終盤、大迫選手が2人の選手を抜き6位に浮上すると、会場ではメッセージボード
による応援と拍手が起こりました。そのまま順位をキープしてゴール、見事6位入賞を果た
すと、さらに大きな拍手が鳴り響きました。大迫選手の活躍を目の当たりにした同校陸上部
の生徒は「自分も頑張りたい」と抱負を語りました。

6位に順位を上げた大迫選手を応援する会場 大迫選手の健闘を称えて大きな拍手が起こりました

両面にメッセージを
印刷した応援ボード

大きな声の代わりにメッセージボードで応援

現場レポート
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■水田光夏選手オンライン壮行会【コラボ企画】
日程：2021年8月8日（日）
会場：オンライン/子どもセンター5館
参加者数：－

東京2020パラリンピック射撃に出場する水田光夏選手（町田市在住・桜美
林大学出身）と、5つの子どもセンターをオンラインでつなぎ、壮行会を行いました。手作
りの横断幕やうちわなどのアイテムを使い、画面を通してエールを送っていました。子ども
たちからの幅広い質問（射撃に関することや普段のおしゃれに関することなど）に、水田選
手が笑顔で答え、和やかな雰囲気の壮行会になりました。
　今回の壮行会は子どもセンターまあちの運営に関わっている「子ども委員会」の子どもた
ちが中心となって企画しました。当初は、子どもセンターまあちで対面での開催を計画して
いましたが、水田選手に安全に大会を迎えてほしいという気持ちからオンライン開催となり
ました。
　大会終了後、水田選手は子どもセンターまあちを訪れてくれました。嬉しいサプライズに
子どもたちも大喜びでした。

オンライン上で質問しました

メッセージ入り横断幕の前で壮行会に参加した
まあちの子どもたち手作りの応援うちわを持って水田選手へエール

大会後まあちを訪問した水田選手との記念撮影

現場レポート
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大会装飾

■町田駅周辺の装飾
①横断幕、タペストリー、壁面装飾、街灯フラッグ
　期間：2021年1月から2021年９月大会終了頃まで
　場所：町田駅ペデストリアンデッキ及び原町田大通り
②カウントダウンボード
　期間：�201９年6月20日から2021年９月大会終了

頃まで
　場所：ＪＲ横浜線町田駅改札付近など
③ポスターコーナージャック
　期間：�2021年7月26日から2021年7月28日� �

（畠田瞳選手）
　　　　�2021年8月6日から2021年8月8日� �

（大迫傑選手）
　場所：町田駅ペデストリアンデッキ

町田駅ペデストリアンデッキで横断幕・壁
面装飾・タペストリーを、原町田大通りで
街灯フラッグを掲出しました。統一デザイ
ンで掲出することにより、自転車ロードレ
ース開催やホストタウン（インドネシア、
南アフリカ）応援のメッセージが印象に残
るように工夫しました。

ＪＲ横浜線町田駅改札付近や、市
庁舎で、大会開幕までのカウント
ダウンボードを設置しました。

市庁舎には懸垂
幕を、当初予定
していた聖火リ
レールートの沿
道には横断幕を
設置して、周知
を図りました。

大会期間中、テレビ放映があった
町田ゆかりアスリートの競技は、
町田駅ペデストリアンデッキのポ
スターコーナーをジャックして、
周知を行いました。

■聖火リレー
①懸垂幕
　期間：2021年3月16日から2021年４月5日
　場所：市庁舎前
②横断幕
　期間：�2021年４月1４日から2021年7月９

日頃まで
　場所：町田シバヒロなど、当初のオリンピック
　　　　聖火リレーコース沿道沿い（全４か所）

❶横断幕
　壁面装飾

❸

❶

❷

❷

❶タペストリー ❶街灯フラッグ
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大会1年前などの節目のタイミングで、オリ
ンピックの五輪をイメージした5色や、パラ
リンピックのスリーアギトスをイメージし
た3色で、市庁舎をライトアップしました。

大会期間にあわせて、市庁舎にはマスコットの懸垂幕を設置しました。
また、出場決定にあわせて、市庁舎正面玄関には、町田ゆかりのアスリー
トの懸垂幕を設置しました。

ロードレース開催周知や盛り上げのために、多摩境駅前
で柱巻装飾を設置しました。
また、地域のみなさまにご協力をいただいて、ＪA堺支店
などには、横断幕を設置し、開催周知を図りました。
大会本番日には、コース沿いの町有橋に、ピクトグラム
を描いた横断幕を設置しました。

■ロードレース
①柱巻装飾
　期間：�2021年1月から2021年９月大会

終了頃まで
　場所：京王相模原線�多摩境駅前
②横断幕（開催周知）
　期間：�201９年6月27日から2021年8

月6日
　場所：�ＪＡ堺支店など、ロードレースコ

ース沿い（全3か所）
③横断幕（ピクトグラム）
　期間：�2021年7月22日から2021年7

月26日
　場所：町有橋

■市庁舎装飾
①ライトアップ
　期間：2020年7月23日（オリンピック開幕1年前）
　　　　�2020年8月2４日（パラリンピック開幕1年前）

など
②マスコット懸垂幕
　期間：2021年４月1４日から2021年４月27日
　　　　2021年5月22日から2021年6月2４日
　　　　2021年7月1日から2021年９月5日
③町田市ゆかりのアスリート懸垂幕（正面玄関）
　期間：2021年7月22日から2021年９月11日

❶ ❸

❷

❶オリンピック

❶パラリンピック

❷

❸ ❸
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