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「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた武蔵野市実行委員会」

の活動内容を共有するため、『東京 2020大会等武蔵野市実行委員会通信』を発行してい

ます。ご一読いただけると幸いです。 

 

 

令和元年度 第１回会議 令和元年６月４日（火） 

■内容： 

 第三回実行委員会総会の報告、当分科会の事業（スポーツボランティア HANDS・ジュニア特派員・

外国人おもてなし講座・ボランティアの樹・来街者歓迎しおり）について進捗確認を行い、今後の

取組みについての意見交換を行った。 
 

【主な意見】 

・ジュニア特派員は出席回数が多くハードルが高いので一日体験ができれば良いと思った。 

・他の団体の方も来街者しおりの取り組みに参加できるのは良いと思った。 

・来街者歓迎しおりでは自分の描いた絵が形になり、子供たちも楽しんでいた。シッティングバ 

レーの大会など、来街者しおりの配布を通じて子供たちが普段見ないスポーツを観戦し、良い 

経験になったと思う。 

・多言語翻訳アプリは使いこなしづらい印象があり、その使い方が分かるのは良いと思う。 

・HANDSとして参加したSports for All吉祥寺×ラグビーでは、イベントでの街のにぎわいを感 

じ、ボランティアの活動も色んな人と知り合えるのがすごく楽しかった。HANDSの枠が取れても 

繋がっていくような形になると良いと思う。 

・2019年・2020年の国際大会が近付いた影響か、夜間に吉祥寺に出入りする外国人の方が増えて 

きたので、保護者の中では子供の安全について心配する声も出ている。 

・2020年の大会観戦チケットあっせんの申込みも市から案内いただいたが、暑さ等安全管理の心 

配があり、幼稚園としては連れて行くのが難しい。 

・府中市・調布市・三鷹市でラグビールールブックを共同作成している。武蔵野市でも配れるル 

ールブックを作成してはどうか。 

・ホームページ等の情報発信で、若者向けの情報発信も強化して欲しい。 

・外国人おもてなし講座の実施形態について、連続講座などバリエーションも増やしてみては。

前回の会場はアクセスしやすかったため、今回も駅からアクセスしやすい場所で開催すると良い

と思う。 

 

 

東京２０２０大会等武蔵野市実行委員会通信 

発行／編集 武蔵野市総合政策部企画調整課 

Ｖｏｌ．６  令和元年 12 月 16 日                オリンピック・パラリンピック担当 

各分科会の活動報告 

 ボランティア・市民活動・広報分科会 
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令和元年度 第２回会議 令和元年 11月 21日（木） 

■内容： 

 前回同様、事業について進捗確認を行い、今後の取組みについての意見交換を行った。 
 

【主な意見】 

・外国人おもてなし講座は良い企画なので、桜まつりなどのイベントの際に一緒にやっても良い 

のではないか。 

・来街者歓迎しおり裏面のQRコードからとべる動画が何種類かあると良い。もらって裏が全て一 

緒だともったいないなと思う。 

・しおりの配布に関して直前の案内になったため、団体での協力が難しかった。案内は時間に余 

裕をもって周知した方が参加率は上がると思う。 

・ラグビーワールドカップの際に、武蔵境駅でしおりを配布したのだが、受け取りを断る人がい 

なかったのが印象的であった。あっという間に配布数がなくなり良い取組みであったと思う。 

・来年入学してくるオリパラに興味を持っている新一年生に対してどのような形でかかわりを持

たせるかが大学としての課題だと思っている。 

・アトレの中にある町案内所では、アトレの案内をしながら、市の案内も行っている。今後も分 

科会等のイベントについても逐次情報発信していきたいと思っている。 

・今後も広報やスポーツボランティア活動へ興味のある方のHANDSへの誘導を行っていきたい。 

・やさしい日本語体験講座について、HANDSの講習会として行うのは良い。不特定多数の人が来る 

場所ではなく、対象を絞った形で行う方が良いであろう。 

・聖火リレーの際に各コミセンから10名ずつボランティアを出すことも可能だと思う。 

 

 

 

■開催なし、次回の会議は令和２年１月の予定 

 

【主な協力内容】 

 分科会の会議はなかったが、ラグビーワールドカップ 2019日本大会や東京 2020オリンピック・

パラリンピックに向けた様々な事業へスポーツ・健康分科会メンバーが協力をしている。 

・６月 16日（日）Sports for Allバスケットボール（武蔵野総合体育館）／体育協会バスケッ

トボール連盟 

・８月 25日（日）ボッチャ武蔵野カップ 2019（武蔵野総合体育館）／スポーツ推進委員、（公財）

武蔵野生涯学習振興事業団 

・９月 20日（金）ラグビーワールドカップ試合放映（境南ふれあい広場公園）／成蹊大学ラグビ

ー部 

・９月 28日（土）ワールド×ラグビー（武蔵野陸上競技場）／体育協会ラグビーフットボール協

会、横河武蔵野アトラスターズ、横河武蔵野アルテミ・スターズ、成蹊大学ラグビー部、ＮＰ

Ｏ法人武蔵野スポーツクラブ、（公財）武蔵野生涯学習振興事業団 

・10月 14日（祝）Sports for All水球（武蔵野温水プール）／成蹊大学、成蹊高等学校、藤村

女子中学・高等学校 

・11月 23日（土）、24日（日）ボッチャ東京カップ予選（武蔵野総合体育館）／スポーツ推進委

スポーツ・健康分科会 
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員、（公財）武蔵野生涯学習振興事業団 

・12月 14日（土）、15日（日）日本パラバレーボール選手権（武蔵野総合体育館）／スポーツ推

進委員、（公財）武蔵野生涯学習振興事業団、体育協会バレーボール連盟 

・１月 26日（日）Sports for All陸上（武蔵野陸上競技場）／亜細亜大学陸上競技部 

 

 

 

第１回会議 令和元年６月 24日（月） 

■内容：実行委員会の報告のほか、ルーマニアイベントを含む今年度事業についてと、来年度分科

会として実施したい事業等について話し合った。 

 

【主な意見】 

＜ルーマニアアートイベントについて＞ 

・学生にとっても良い経験となるので、イベントへの参加協力について前向きに検討したい。 

・ギャラリーでの作品展示や関連図書の展示といった形での協力も可能。 

・イースターエッグ作り等、子ども向けワークショップを行うことができる。 

＜今年度事業について＞ 

・ルーマニアからの研修生を招聘するため、ご協力いただきたい。 

・定期演奏会等で、会場にルーマニアやオリパラ関連のパネル展示をできないか検討している。 

・広報の部分でお互いに協力していきたい。 

＜来年度事業について＞ 

・アール・ブリュットは公募展を予定しており、分科会とも連携して行っていきたい。 

・芸文協としてもオリパラに関わる内容のものを実施可能だと思うので、何ができるか検討した

い。 

 

第２回会議 令和元年 11月 11日（月） 

■内容：野外映像祭や各団体の取組みについての報告のほか、今後の取組みにどのように協力でき

るかについて話し合った。 

 

【主な意見】 

＜ルーマニア野外映像祭について＞ 

・様々な世代、層の方に来ていただき、大変盛り上がっていた。 

・映像を IOCと共同制作しているスタジオポノックのアニメを観に来た親子が、ルーマニアのこ

とを知ることができるといった形で、来年につながる良いイベントになったのではないか。 

＜今後の取組みについて＞ 

・来年度、第九の演奏と合唱を行うので、会場でのパネル展示等で連携していければと考えてい

る。 

・アートイベントの一環として、野外映像祭に続き、ルーマニアーティスト滞在制作を行う。 

・ルーマニア市民団招聘の際にはアテンドすることもできる。 

・アートイベントでは、ルーマニア関連図書を展示するといった形での協力もできるかと思う。 

文化・交流分科会 
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・公会堂でコミュニティライブサイトを開設するため、会議室や放映の間等でワークショップや

発表等、何かアイデアがあればご提案いただきたい。 

 

 

 

第１回会議 令和元年 11月 22日（金） 

■内容： 

平成 31年度の取組み状況について各委員より報告があり、今後の対応について協議した。 

 

【結論】 

・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する、各団体によるイベント等の情

報について一元化し、まちぐるみで情報発信を行う。 

・ラグビーワールドカップでの課題を踏まえ、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会に向けた交通・観光案内等の多言語化をより一層推進する。 

 

【主な意見】 

 ・都立井の頭恩賜公園西園への案内表示設置や、聖火リレーセレブレーションイベントに向け準

備中（市） 

・翻訳アプリ等を用いた接客や、タブレット端末（事前に英語案内文を用意）を活用した車内ア

ナウンス、中吊り広告でのマナー喚起を実施（鉄道） 

・路線バスへの公衆無線 LAN（Wi-Fi）サービス導入、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けた輸送体制やバス停留所における外国人待機マナー対応について調整中（バス） 

・インバウンド対応に関連し、外国人おもてなしコンシェルジュ（観光案内）育成講座の実施や、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間に合わせた体験型謎解きゲームを企画

中（観光機構） 

・ラグビーワールドカップに向けて、市内への横断幕・看板の設置や、武蔵境駅南口へのラグビ 

ーボールモニュメント設置、観戦イベント（パブリックビューイング）を実施。また、調布駅 

前広場で行われた「ラグビーワールドカップ 2019ファンゾーン」に出展し、観光マップ等の 

配布やおみやげ情報を発信した。（商業・観光機構） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光・産業・交通（輸送）分科会 
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■日程：令和元年７月６日（日） 

■場所：亜細亜大学５号館 564教室 

■参加者：29名（参加者：17名、留学生：12名） 

■内容：外国人にも分かりやすい日本語である「やさしい

日本語」と多言語翻訳アプリ「VoiceTra」の使い方

を学ぶ講習会を実施しました。 

当日は亜細亜大学の外国人留学生に協力をい 

ただき、参加者と「やさしい日本語」「VoiceTra」 

を使い、会話を楽しんでいただきました。 

次回は令和２年２月 29日（土）に成蹊大学で実施予定です。 

 

 

 

■日程：令和元年７月 22 日（月）～ 

■場所：武蔵境駅南口バスロータリー交通島内 

■内容：ラグビーワールドカップ 2019™開催に伴い、東京ス

タジアムへのシャトルバスの発着地となることを

記念して、武蔵境駅南口に高さ約３メートルのラグ

ビーボールモニュメントを設置しました。 

ボール本体には、大会参加国の言語で「ようこそ」 

の文字を刻み、選手及び観戦でいらっしゃる観光 

客の皆様への歓迎の気持ちを表現しました。モニュ 

メントは東京オリンピック・パラリンピック終了ま 

で継続設置します。 

 

 

■日時：令和元年９月 20 日（金）、 

10月 19日（土）、20日（日）、 

11月１日（金） 

■場所：調布市調布駅前広場 

■内容：ファンゾーンにおいて、自治体コーナーに 

出展し、武蔵野市観光マップ等を配布しま 

した。 

 

 

「やさしい日本語と多言語翻訳アプリ体験会」を実施しました 

外国人留学生との会話の様子 

活動報告 

武蔵境駅南口にラグビーボールモニュメントを設置しました。 

「ラグビーワールドカップ 2019ファンゾーン」に出展しました 
に 
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■日時：令和元年９月 28日（土） 16時～20時 15分 

■場所：境南ふれあい広場公園 

■来場者数：市内・市外来訪者 延べ約 800人程度 

■内容：武蔵野市がルーマニアのホストタウンであること、そしてより広くルーマニアを知ってもらう

ことを目的として、アートを通じて文化を紹介するルーマニア野外映像祭を開催しました。 

 現地から選りすぐった若手アーティストが作成した７編からなるショートフィルムからは、ルーマニ 

アという国の一端をうかがうことができました。また、市内にスタジオがあるアニメ制作会社スタジ 

オポノックの協力による短編映像も特別上映し、多くの来訪者でにぎわいました。 

会場に設けられた文化・交流分科会の構成団体の協力によるルーマニア関連の啓発展示ブース、ルー 

マニアの飲食を提供するブースも多くの人でにぎわい、ルーマニアの文化や食文化をうまく発信する

ことができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日程：令和元年９月 28 日（土） 

■場所：武蔵野陸上競技場 

■来場者数：5,500名 

■内容：ラグビーワールドカップ2019TM日本開

催を契機として、元オーストラリア代表ラグ

ビー選手チーム「Classic Wallabies」と、こ

の日のために結成した元日本代表ラグビー選

手チーム「Classic Japan」の親善試合を、武

蔵野陸上競技場において実施しました。当日

は「Classic Wallabies」と子供たちとの交流

や訪れた外国人、来街者を縁日でおもてなし。また親善試合後はラグビーワールドカップ2019TM「日

本 vs アイルランド」戦パブリックビューイングを実施し、会場一丸となって日本代表を応援しま

した。１日を通した延べ来場者数は武蔵野陸上競技場の記録を塗り替える5,500人となりました。 

ホストタウン事業 ルーマニアアートイベント野外映像祭を実施しました 

ワールド×ラグビーを実施しました 
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１ ルーマニアアートイベント（第２弾） ルーマニアアーティスト滞在制作 

令和２（2020）年１～２月にかけてルーマニア人の若手アーティスト、アンドレア アレクサン 

ドラ ペテルフィさんが武蔵野市に滞在し、作品制作を行います。アンドレアさんは２か月の滞在

期間中、周辺地域のリサーチを行いながら作品を制作し、２月下旬に武蔵野プレイスにて作品の展

示及びトークイベントを行います。 

■日時：武蔵野市滞在期間 令和２年１月６日（月）～２月 29日（土）   

     ・作品制作  来日～令和２年２月 18日（火） 

・作品発表展 令和２年２月 20～（木）25日（火）  

・トークイベント 令和２年２月 24日（月祝） 

■場所：作品制作 境南・けやきコミセン（予定）、武蔵野プレイス 他 

    作品発表展・トークイベント 武蔵野プレイス 

■問い合わせ先：武蔵野市交流事業課 0422-60-1806 

■主催：武蔵野市交流事業課 

 

２ ルーマニア・ブラショフ市からの文化交流市民団招聘 

東京 2020オリンピック・パラリンピックにむけたルーマニアホストタウン事業の一環として、 

ルーマニア・ブラショフ市から文化交流市民団を受け入れます。市内学校訪問やホストタウンＰＲ

イベントへの参加、ホームステイによる生活体験を通して、お互いの文化理解を深める文化相互交

流を行います。 

■日時：令和２年１月 23 日（木）～29日（水） 1週間（ホームステイ含む） 

■受入団員：ブラショフ市民（学生）４名、引率としてブラショフ市職員及び通訳  

■場所：市内各所及び都内（都内は観光アテンド） 

■問い合わせ先：武蔵野市交流事業課 0422-60-1806 

■主催：武蔵野市交流事業課 

 

 

 

スポーツをしているお子さんへの指導や接し方、食事などで悩んでいませんか？子どものスポー

ツ活動を支えている指導者や保護者の方を対象に、青山学院大学駅伝チーム

やトップ選手のフィジカルトレーナーである中野ジェームズ修一氏が最新の

知識をお伝えします。 

■日時：令和２年１月 25 日（土）9：00～16:00（休憩１時間） 

■場所：武蔵野総合体育館大会議室、サブアリーナ 

■講師：中野ジェームズ修一氏（ＰＴＩ認定プロフェッショナルフィジカル

トレーナー）／著書『医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読

む本』、『世界一伸びるストレッチ』、『青トレシリーズ』など 

市からのお知らせ 

今後のホストタウンイベント 

トップトレーナーが極意を伝授！‟子どものスポーツ活動を支える本物の知識“ 
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■内容：小学校中学年から中学生の身体づくりのメカニズム、ケア、栄養、メンタル、コミュニケ

ーションなどの理論と実技 

■対象：市内在住・在勤・在学・活動中の指導者、保護者（お子さんが在学の方を含む） 

■定員：100名（超えた場合抽選） 

■費用：無料 

■申込：１月６日（月）必着 

１）往復ハガキ：①「トップトレーナーが極意を伝授」希望、②住所、③氏名

（ふりがな）、④電話番号、⑤子どもの競技種目、⑥在勤・在学者は勤務先・

学校名も明記のうえ郵送または直接生涯学習スポーツ課へ 

２）電子申請：市ホームページから申し込み可 

■問い合わせ・申込先：〒180—8777武蔵野市教育委員会生涯学習スポーツ課 （電話 0422—60—1903、

FAX0422—51—9269） 

■主催：武蔵野市教育委員会 

 

 

 

子どもたちが安全にレクリエーションやスポーツに取り組めるよう、起こりやすい事故やその防

止策についてセミナーを行います。 

■日時：令和２年１月 30 日（木）19：00～21:00 

■場所：武蔵野市役所西棟 811会議室 

■講師：鈴木知幸氏（国士舘大学法学部客員教授、日本スポーツ法学会理事） 

■内容：事故原因と指導責任、安全配慮義務、事故判例、ボランティアの法的責任、スポーツ指導

に起因する事故、安全確認の視点など。 

■対象：子どものレクリエーション・スポーツ活動にかかわる市内在住・在学・在勤の方 

■定員：180名（申込み順） 

■費用：無料 

■申込：１月 20日（月）必着。電話、ＦＡＸ、メール、往復はがき（または直接）で生涯学習スポ

ーツ課へ。①「スポーツ事故防止研修会」希望、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、

⑤在勤・在学者は勤務先・学校名 

■問い合わせ・申込先：〒180—8777武蔵野市教育委員会生涯学習スポーツ課 （電話 0422—60—1903、

FAX0422—51—9269、Ｅメール sec-syougaku@city.musashino.lg.jp） 

■主催：武蔵野市スポーツ推進委員協議会、武蔵野市教育委員会 

 

 

【事務局】武蔵野市総合政策部企画調整課（オリンピック・パラリンピック担当） 齊藤・須藤 

〒180-8777 武蔵野市緑町２－２－28 TEL: 0422-60-1970（直通）FAX: 0422-51-5638 

E-Mail: SEC-OLYPARA@city.musashino.lg.jp 

気づかない こんなことまで気をつけて「子どものスポーツ事故防止研修会」 


