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◆近代３種大会・レーザーラン大会参加人数 

○ジャパン近代３種シリーズ 2018第７戦立川大会 

 （平成 30（2018）年 10月 14日） 

（単位：人）

うち市民枠 うち市民枠

小学生 17 15 30 14

中学生 22 22 11 ７

高校生・一般・シニア ３ - 10 -

小学生 13 11 ９ ６

中学生 ２ ２ ５ ３

高校生・一般・シニア - - ３ -

57 50 68 30合計

近代２種 近代３種

男子

女子

 参加者 参加者

 

○第６回近代３種日本選手権大会 兼 第 13回ＪＯＣジュニアオリンピックカ 

 ップ 兼 ジャパン近代３種シリーズ 2018 ファイナル大会 

 （平成 30（2018）年 11月 24日） 

（単位：人）

うち市民枠 うち市民枠

小学生 14 ４ 21 ２

中学生 ８ ４ 10 ３

高校生・一般 ３ - ９ -

小学生 10 ２ 10 １

中学生 ２ ０ ５ ０

高校生・一般 １ - ７ -

38 10 62 ６

近代２種 近代３種

男子

女子

合計

 参加者 参加者

 

○ジャパン近代３種シリーズ 2019第３戦立川大会 

 （令和元（2019）年９月 22日） 

（単位：人）

うち市民枠 うち市民枠

小学生 23 18 31 19

中学生 13 12 11 ７

高校生・一般・シニア ５ - 17 -

小学生 14 11 17 ６

中学生 ３ ２ ７ ２

高校生・一般・シニア ２ - ３ -

60 43 86 34

近代２種 近代３種

 参加者 参加者

男子

女子

合計  
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○第８回近代３種日本選手権大会 兼 第 15回ＪＯＣジュニアオリンピックカ 

 ップ 兼 ジャパン近代３種シリーズ 2020 ファイナル立川大会 

 （令和２（2020）年 11月 14日、15日） 

（単位：人）

うち市民枠 うち市民枠

小学生 20 13 13 １

中学生 10 ５ 12 １

高校生・一般 27 - ９ -

小学生 ９ ５ ９ ３

中学生 ３ ２ ９ １

高校生・一般 18 - ４ -

87 25 56 ６

近代２種 近代３種

男子

女子

合計

 参加者 参加者

 

○ジャパンレーザーランシリーズ 2021ファイナル立川大会 

 （令和３（2021）年 10月 10日） 

（単位：人）

うち市民枠

小学生 42 24

中学生 ９ ６

高校生・一般・シニア 18 -

小学生 23 10

中学生 12 ４

高校生・一般・シニア ８ -

112 44

男子

女子

合計

近代２種

 参加者

 
 

○第９回近代３種日本選手権大会 兼 第 16回ＪＯＣジュニアオリンピックカ 

 ップ（令和３（2021）年 11月６日、７日） 

（単位：人）

うち市民枠

小学生 13 ０

中学生 11 ２

高校生・一般 ７ -

小学生 18 ２

中学生 ９ ０

高校生・一般 ２ -

60 ４

近代３種

男子

女子

合計

 参加者
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◆展示 
展示名 開催日 場　所 内　容

たちかわ楽市2015
平成27（2015）年
11月７日～８日

国営昭和記念公園
（みどりの文化ゾーン）

・髙宮なつ美選手及び近代五種紹介パネル

緑化まつり2016 平成28（2016）年４月24日
ファーマーズセンター

みのーれ立川
（北側広場）

・障害者スポーツ普及啓発ポスター
・髙宮なつ美選手応援ポスター

オリンピック・パラリンピック
気運醸成展示

平成28（2016）年
４月25日～５月13日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・東京2020大会関連パネル等

1964年を振り返る～立川と東京
オリンピック・パラリンピック

平成28（2016）年
７月26日～８月21日

中央図書館
・東京1964大会に関する資料
・オリンピック・パラリンピック関連資料

市にゆかりのある選手関連展示
平成28（2016）年
８月１日～22日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・髙宮なつ美選手応援パネル

東京2020へキックオフ、
障害者スポーツ関連展示

平成28（2016）年
９月８日～20日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・障害者スポーツ関連パネル

オリンピック・パラリンピックと
立川～東京1964から東京2020

に向けて～

平成28（2016）年
10月11日～31日

窓口サービスセンター
(多目的スペース)

・オリンピック・パラリンピック関連資料
・東京1964大会当時の物品
・髙宮なつ美選手、関根花観選手紹介

オリンピック・パラリンピック
関連展示

平成28（2016）年12月７日
～令和３（2021）年９月６日

立川競輪場
（特別観覧席入口）

・東京1964大会関連
・オリンピック・パラリンピックはっぴ
・東京2020マスコット

第15回くらしフェスタ立川
平成29（2017）年
２月18日～19日

女性総合センター
（１階ギャラリー）

・東京2020大会紹介
・市にゆかりのある選手の紹介

オリンピック・パラリンピック
気運醸成展示

平成29（2017）年
２月20日～３月１日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・大会関連パネル等

東京2020オリンピック・
パラリンピックフラッグ展示

平成29（2017）年
３月12日～17日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・東京2020オリンピック・パラリンピックフラッ
グ

障害者スポーツを知ろう！
障害者スポーツ普及啓発展示

平成29（2017）年
５月22日～６月11日

泉市民体育館
・障害者スポーツ紹介パネル
・チャレンジスポーツ教室紹介パネル

立川市・東京女子体育大学に
ゆかりのあるアスリート展示

平成29（2017）年
７月11日～30日

中央図書館
・立川市・東京女子体育大学にゆかりのあるオリ
ンピアンのグッズ・紹介パネル

障害者スポーツを知ろう！
障害者スポーツ普及啓発展示

平成29（2017）年
８月18日～９月１日

柴崎市民体育館
・障害者スポーツ紹介パネル
・チャレンジスポーツ教室紹介パネル

オリンピック・パラリンピック
気運醸成展示

～東京2020オリンピック・
パラリンピックを知ろう～

平成29（2017）年
９月19日～29日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・東京2020大会紹介パネル
・墨絵による競技紹介パネル
・市にゆかりのあるアスリートの紹介

オリンピック・パラリンピック
1000日前に向けた展示
『スポーツ×墨絵』

～スポーツと芸術の出会い

平成29（2017）年
10月23日～11月10日

窓口サービスセンター
（多目的スペース）

・墨絵による競技紹介パネル
・市にゆかりのある選手の紹介パネル

障害者スポーツ普及啓発展示
平成29（2017）年
12月４日～８日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・障害者スポーツ紹介パネル

立川市・東京女子体育大学に
ゆかりのあるアスリート展示

平成29（2017）年12月22日
～平成30（2018）年１月10日

立川市役所
（１階 多目的プラザ）

・立川市・東京女子体育大学にゆかりのあるオリ
ンピアンのグッズ・紹介パネル

オリンピック・パラリンピックを
楽しもう～立川市特別展示～

平成30（2018）年
２月９日～23日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京1964大会の資料
・市にゆかりのある選手グッズ・紹介

第16回くらしフェスタ立川
平成30（2018）年
２月17日～18日

女性総合センター
（１階ギャラリー）

・「2020年の立川」パネル
・東京1964大会関連グッズ

オリンピック・パラリンピックを
楽しもう～立川市特別展示～

平成30（2018）年
３月９日～19日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・パラリンピックスポーツ競技オブジェ
・障害者スポーツ紹介パネル・映像

オリンピック・パラリンピック
気運醸成展示

平成30（2018）年
５月14日～27日

泉市民体育館 ・ボランティアに関するパネル

長野オリンピックの感動をつなぐ
2020年に向けた気運醸成展示

平成30（2018）年
７月20日～８月５日

中央図書館
・長野オリンピック聖火リレートーチのレプリ
カ、ポスター（姉妹都市である長野県大町市と連
携）

2020年に向けた企画展示「アス
リートたちの熱戦を振り返る」

平成30（2018）年
９月18日～28日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・パラリンピック競技の紹介パネル、包括連携協
定企業所属アスリートの資料

平成27（2015）年度

平成28（2016）年度

平成29（2017）年度

平成30（2018）年度
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展示名 開催日 場　所 内　容

オリンピック・パラリンピックに
係る行政関連図書類

平成30（2018）年
９月18日～10月30日

立川市役所
（３階市政情報コーナー）

・オリンピック・パラリンピックに関連する行政
資料

障害者スポーツ関連展示
平成30（2018）年
12月３日～８日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・車いすバスケ等、障害者スポーツパネル

第17回くらしフェスタ立川
平成31（2019）年
２月16日～17日

女性総合センター
（１階ギャラリー）

・東京2020オリンピック・パラリンピックフラッ
グ

～東京2020開催まであと500日！～
事前キャンプ応援企画・

ベラルーシ展

平成31（2019）年
３月11日～22日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・ベラルーシ紹介パネル
・ベラルーシ新体操チームパネル

知ってる？ベラルーシ
令和元（2019）年
６月18日～30日

中央図書館 ・ベラルーシ紹介

聖火リレー等展示
令和元（2019）年

７月22日～８月５日
立川市役所

（１階多目的プラザ）
・聖火リレー関連
・クライミングパネル

ベラルーシ新体操チーム
応援展示

令和元（2019）年
７月25日～８月９日

ららぽーと立川立飛 ・ベラルーシ新体操チーム紹介・応援展示

東京1964オリンピックと
その頃の立川の風景

令和元（2019）年
８月29日～10月２日

柴崎学習館 ・東京1964オリンピックと当時の立川

たちかわ南フェスタ 令和元（2019）年９月23日 立川駅南口10商店街 ・展示協力

ウェスタンドリバー
・アートフェス

令和元（2019）年
10月26日～27日

西立商店街 ・展示協力

たちかわ楽市2019
令和元（2019）年
11月３日～４日

国営昭和記念公園
（みどりの文化ゾーン）

「世界ふれあい祭」ベラルーシ大使館出展
・ベラルーシ・ベラルーシ新体操チーム紹介

パラリンピック気運醸成展示
令和２（2020）年
３月９日～13日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・パラリンピック競技ポスター

東京2020オリンピック競技大会
ホストタウン交流事業～

ベラルーシ展

令和２（2020）年
７月20日～９月７日

窓口サービスセンター
（多目的スペース）

・ベラルーシ、オリンピアン紹介
・市とベラルーシ新体操チームとの交流事業紹介
パネル

東京1964オリンピック
-立川の記憶-

令和２（2020）年
10月27日～12月13日

歴史民俗資料館 ・東京1964オリンピックと当時の立川

東京2020公式アートポスター
展示

令和３（2021）年
４月７日～14日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京2020公式アートポスター

髙宮なつ美選手応援展示・ジャパ
ン近代３種立川大会2020写真展示

令和３（2021）年
４月７日～16日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・髙宮なつ美選手応援ブース、近代３種大会紹介

東京2020オリンピック・パラリン
ピック聖火リレートーチ巡回展示

令和３（2021）年
４月15日～16日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リ
レートーチ

東京でおもてなし
～57年ぶりの夢～

令和３（2021）年
７月17日～８月８日

中央図書館 ・オリンピックに関する図書館資料

令和３年度ベラルーシ展
令和３（2021）年

７月19日～８月23日
窓口サービスセンター
（多目的スペース）

・ベラルーシ紹介、事前キャンプでの歓迎セレモ
ニー、新体操交流会写真

がんばれ！オリンピック・
パラリンピック

令和３（2021）年
７月23日～９月５日

中央図書館
・オリンピック・パラリンピックに関する図書館
資料

がんばれニッポン！～市にゆかり
のある選手を応援しよう～

令和３（2021）年
７月27日～８月９日

中央図書館
・オリンピックに関する図書館資料
・市にゆかりのある出場選手紹介

東京2020パラリンピック
気運醸成展示、聖火ビジット

令和３（2021）年
８月13日～20日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・パラリンピック競技紹介
・採火式で使用する短冊募集のブース

東京でおもてなし～57年ぶりの夢
～続け！パラリンピック

令和３（2021）年
８月17日～９月５日

中央図書館 ・パラリンピックに関する図書館資料

展示
～東京2020大会を振り返る～

令和３（2021）年
10月28日～11月４日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京2020大会における市の取り組み紹介
・市にゆかりのある選手が大会で実際に使用した
ユニフォームや競技用具等

令和３（2021）年度

平成31（2019）年度

令和２（2020）年度

平成30（2018）年度
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◆東京 2020参画プログラム【公認プログラム】 

事業名 日　時 場　所 内　容

障害者チャレンジスポーツ教室
平成28（2016）年６月14日
～平成29（2017）年３月25日

泉市民体育館 ・障害のある人も参加できる教室、大会の実施

オリンピック・パラリンピックと
立川～東京1964から東京2020

に向けて～

平成28（2016）年
10月11日～31日

窓口サービスセンター
（多目的スペース）

・東京2020大会関連のパネル展示
・髙宮なつ美選手のポスター展示
・東京1964大会当時の物品展示

障害者スポーツ研修会・
ボッチャ体験教室

平成28（2016）年11月27日 泉市民体育館
・ボッチャ競技を通した障害者スポーツの体験
・障害者のスポーツ参加に対するスポーツ推進委員
の研修

おもてなしボランティア
フォローアップ研修

平成29（2017）年２月８日 都内各所
・訪日外国人向け英語ガイドツアーの体験、
「おもてなし」とそのノウハウについての講座

オリンピック・パラリンピックに
関連する多文化共生・

国際理解講座

平成29（2017）年４月15日
～平成30（2018）年１月31日

地域学習館、
女性総合センター等

・外国人や留学生との交流事業、異文化に関する講
座等

障害者チャレンジスポーツ教室
平成29（2017）年５月９日
～平成30（2018）年３月31日

泉市民体育館 ・障害のある人も参加できる教室、大会の実施

立川市・東京女子体育大学に
ゆかりのあるアスリート展示

平成29（2017）年
７月11日～30日

中央図書館
・立川市と東京女子体育大学にゆかりのあるオリン
ピアンのグッズ・パネルの展示

オリンピック・パラリンピック
気運醸成展示

～東京2020オリンピック・
パラリンピックを知ろう～

平成29（2017）年
９月19日～29日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京2020大会紹介パネルの展示
・墨絵による競技紹介パネルの展示
・市にゆかりのある選手紹介の展示

アスリートスポーツ教室
平成29（2017）年10月７日
～平成30（2018）年１月20日

泉市民体育館
・競技経験者を対象にした、トップアスリートによ
る競技指導

泉市民体育館まつりにおける
スポーツ普及啓発事業

平成29（2017）年10月９日 泉市民体育館
・ボルダリング、フットサル、卓球、水泳などの教
室、講演会の実施

オリンピック・パラリンピック
1000日前に向けた展示
『スポーツ×墨絵』

～スポーツと芸術の出会い

平成29（2017）年
10月23日～11月10日

窓口サービスセンター
（多目的スペース）

・墨絵による競技紹介パネルの展示
・市にゆかりのある選手紹介の展示

立川市は、投票に参加します
平成29（2017）年11月20日
～平成30（2018）年２月22日

市内全小学校
・オリンピック・パラリンピックのマスコットを決
める小学生投票に参加する投票宣言

障害者スポーツ研修会
・ボッチャ体験会

平成29（2017）年11月26日 泉市民体育館
・ボッチャ競技を通した障害者スポーツの体験
・障害者のスポーツ参加に対するスポーツ推進委員
の研修

立川市・自治大学校
市民公開講座

平成30（2018）年１月28日 総務省自治大学校
・パラリンピアンの成田真由美氏による講座
「東京2020オリンピック・パラリンピックに私たち
は何ができるか」

障害者チャレンジスポーツ教室
平成30（2018）年
２月10日、３月31日

泉市民体育館 ・障害のある人も参加できる教室、大会の実施

おもてなしボランティア
フォローアップ研修

平成30（2018）年３月17日 市内観光施設等
・訪日外国人向け英語ガイドツアーの体験、
「おもてなし」とそのノウハウについての講座

マラソンセミナー 平成30（2018）年３月31日 泉市民体育館
・オリンピアンの新宅雅也氏を講師に招いた、マラ
ソン競技に関する講演

チャレンジスポーツ教室
平成30（2018）年５月17日
～平成31（2019）年３月31日

泉市民体育館
・障害のある人も参加できるスポーツ教室や大会、
オリンピアン・パラリンピアンによる教室の開催

多文化共生・国際理解及び
障害者理解講座

平成30（2018）年７月５日
～平成31（2019）年１月26日

地域学習館ほか
・オリンピック・パラリンピックに関連する多文化
共生・国際理解及び障害者理解の講座

長野オリンピックの感動をつなぐ
2020年に向けた気運醸成展示

平成30（2018）年
７月20日～８月５日

中央図書館
・姉妹都市の長野県大町市と連携し、長野オリン
ピック聖火リレートーチのレプリカやポスターなど
を展示

アスリートスポーツ教室
平成30（2018）年９月26日
～平成31（2019）年３月２日

泉市民体育館
・競技経験者を対象にした、トップアスリートによ
る競技指導

泉市民体育館まつりにおける
スポーツ普及啓発事業

平成30（2018）年10月８日 泉市民体育館
・子どもたちを対象とした、ボルダリング・水泳・
フットサルなどの競技についての教室や講師による
デモンストレーション

第17回くらしフェスタ立川
平成31（2019）年
２月16日～17日

女性総合センター
（１階ギャラリー）

・「食」「環境」「健康」などくらしに関わる情報
満載のイベントで、展示、講演、コンサート、体験
会等を実施  
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事業名 日　時 場　所 内　容

～東京2020開催まであと500日！～
事前キャンプ応援企画・

ベラルーシ展

平成31（2019）年
３月11日～22日

立川市役所
（１階多目的プラザ）

・東京2020オリンピック開催500日前を記念し、事
前キャンプ受け入れが決定したベラルーシと新体操
チームを紹介する展示を実施

学校給食における
ベラルーシ料理の提供

令和元（2019）年
６月５日～７月19日

市内全小中学校
・市内全小中学校の学校給食で、ホストタウン相手
国であるベラルーシの郷土料理を提供

チャレンジスポーツ教室
令和元（2019）年６月６日
～令和２（2020）年２月20日

泉市民体育館 ・障害のある人も参加できる教室、大会の実施

ベラルーシ新体操チーム
事前キャンプ

令和元（2019）年
７月31日～８月１日

アリーナ立川立飛
・ベラルーシ新体操チームの事前キャンプにおい
て、歓迎セレモニーや交流会の実施

展示「東京1964オリンピックと
その頃の立川の風景」

令和元（2019）年
８月29日～10月２日

柴崎学習館
・東京1964オリンピックで使用された物品や、当時
の立川を写した写真の展示  

◆広報たちかわ掲載 

発行号 内　容

８月10日号 いざ、リオへ～近代五種日本代表（朝長なつ美選手）

５月10日号
東京女子体育大学 2020東京オリンピック・パラリンピックプロジェクト～スポーツを深く知
ろう！（プロから学ぼう！リオオリンピック観戦術２.柔道編）

６月10日号
東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（プロから学ぼう！リオオリンピック観戦術３．新体操競技編）

東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（プロから学ぼう！リオオリンピック観戦術４．競泳編）

岡田海緒選手が第３回世界ろう者陸上競技選手権大会に出場します

近代五種日本代表 朝長なつ美選手を応援しよう！

1964年を振り返る～立川と東京オリンピック・パラリンピック

７月25日号
大画面で！リオオリンピック・パラリンピックを観戦しよう！
（東京2020ライブサイトin2016-リオから東京へ-）

８月10日号 リオオリンピック近代五種競技出場 朝長なつ美さん壮行会が開催されました

９月10日号 朝長なつ美さん リオオリンピック 日本人過去最高順位

朝長なつ美選手が表敬訪問！リオオリンピックを終えて

東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（リオオリンピックの映像を見ながら、新体操の演技の解説を聞きます）

リオオリンピック 陸上競技出場 関根花観選手が表敬訪問

オリンピック・パラリンピックと立川～東京1964から東京2020に向けて

10月25日号 東京オリンピックで使用したジャケットなどを展示

11月10日号
東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（リオパラリンピック（水泳）に出場した成田真由美さんからお話を聞きます）

12月10日号
東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（北京オリンピックの映像を見ながらソフトボールの解説を聞きます）

１月10日号
東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（リオオリンピックの映像を見ながらバスケットボールの解説を聞きます）

１月25日号 オリンピアン 朝長なつ美さんが九中を訪問

２月10日号
東京女子体育大学 スポーツを深く知ろう！～2020東京オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト（オリンピックとマーケティングについて話を聞きます）

２月25日号 東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

３月25日号 東京2020大会へ～カウントダウンを開始（カウントダウンボード設置）

平成27（2015）年度

平成28（2016）年度

６月25日号

10月10日号

７月10日号

９月25日号
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発行号 内　容

４月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（リオパラリンピック トライアスロン出場（ガイド）の西山優さんからお話を聞きます）

４月25日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（オリンピアンの秋山エリカさんから新体操競技の説明を聞き、実際に体験します）

５月25日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！野球編）

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！ボッチャ編）

デフリンピック日本代表 岡田海緒さん、藤川彩夏さんを応援しよう！

東京2020オリンピックまであと３年！
立川市・東京女子体育大学にゆかりのあるアスリート展示

10月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！バスケットボール（３×３）編）

10月25日号 立川市オリンピック・パラリンピック1000日前に向けた展示　『スポーツ×墨絵』

11月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！バスケットボール編）

12月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！ソフトボール編）

１月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！柔道編）

１月25日号 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた立川市の取組方針を策定

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちょっとやってみる！テコンドー編）

平昌オリンピック・パラリンピック開催日程

オリンピック・パラリンピックを楽しもう～立川市特別展示～

２月25日号
東京2020オリンピック・パラリンピックコラム
デフリンピック出場の岡田海緒さんが新生小学校で講演

４月25日号 【開催予告】ジャパン近代３種シリーズ2018

５月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！３人制バスケットボール（３×３）編）

５月25日号
東京2020オリンピック・パラリンピック特集
パラリンピック競技「ボッチャ」の魅力に迫る

６月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！空手編）

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！ゴールボール編）

東京2020オリンピック・パラリンピック特集
「ハッピー＆ピース」東京五輪音頭をみんなで踊ろう！

NO LIMITS CHALLENGE（立川よいと祭り会場でのパラリンピック競技写真パネルの展示、パ
ワーリフティング等体験会）

長野オリンピックの感動をつなぐ 2020年に向けた気運醸成展示

世界ともだちプロジェクト 2020年に向けたポスター・作文コンクール

ジャパン近代３種シリーズ2018第７戦立川大会に参加しよう！

ガンバレ！近代五種 朝長なつ美選手

７月10日号

平成29（2017）年度

平成30（2018）年度

７月10日号

７月25日号

２月10日号

８月10日号
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発行号 内　容

９月10日号 ジャパン近代３種シリーズ2018立川大会前日イベント

９月25日号 2020年に向けた企画展示「アスリートたちの熱戦を振り返る」

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！車椅子バスケットボール編）

東京2020大会ボランティア（募集開始）

11月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！シッティングバレー編）

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！ボッチャ編）

東京2020オリンピック・パラリンピック特集
ジャパン近代３種シリーズ2018第７戦立川大会が開催されました

ベラルーシ新体操チームの事前キャンプが決定

世界ともだちプロジェクト応援事業
2020に向けたポスター・作文コンクール優秀作品決定！

12月10日号 東京2020大会都市ボランティア（立川市推薦）

１月10日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！柔道編）

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（ちゃんとやってみる！スポーツクライミング編）

駐日ベラルーシ共和国特命全権大使が表敬訪問

オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが立川市にやってくる

３月10日号
東京2020オリンピック開催まであと500日！
①事前キャンプ応援企画・ベラルーシ展
②2020年に向けたポスター・作文コンクール 受賞作品展示

４月25日号
東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（東京2020オリンピック・パラリンピックに参加する！新体操競技）

聖火リレーの日程が決定

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（東京2020オリンピック・パラリンピックに参加する！ソフトボール）

６月25日号 朝長なつ美選手を応援しよう！近代五種ワールドカップファイナル東京大会が開催

ベラルーシ新体操チームの事前キャンプが行われます

東京2020オリンピック聖火リレー 東京都による聖火ランナーの募集が始まりました

東京女子体育大学特別講座～東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
（東京2020オリンピック・パラリンピックに参加する！柔道）

７月25日号
東京2020オリンピック開催まであと１年！立川にオリンピック選手がやってくる！
ベラルーシ新体操チーム事前キャンプが始まります

ジャパン近代３種シリーズ2019第３戦立川大会に参加しよう！

応援しよう！近代五種　朝長なつ美選手

８月25日号 ベラルーシ新体操チーム「新体操交流会in立川市」が開催されました！

マラソングランドチャンピオンシップに関根花観選手が出場！

ジャパン近代３種シリーズ第３戦立川大会

10月10日号
東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト
オリンピアンによるトークショーが開催されます！（新体操元ベラルーシ代表）

９月10日号

１月25日号

10月10日号

11月25日号

平成31（2019）年度

６月10日号

７月10日号

８月10日号

平成30（2018）年度
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発行号 内　容

聖火をつなぐ絆をつなぐ 東京2020オリンピック聖火リレー市内走行ルートが決定

パラリンピック聖火リレー８月23日（日）立川市内で実施
パラリンピック聖火ランナーを募集

東京1964大会を振り返る

２月25日号
オリンピック・パラリンピック特集
・オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが立川市にやってくる
・ベラルーシ少年少女ダンス劇団「ロヴェスニク」公演会

東京2020オリンピック聖火リレー ボランティアを募集

東京2020大会期間中の交通混雑緩和にご協力をお願いします

７月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム 東京1964大会を振り返る

８月10日号 ベラルーシパネル展

８月25日号
オリンピック・パラリンピックコラム 東京2020パラリンピックまであと１年
パラリンピック競技紹介～ボッチャ

ジャパン近代３種シリーズ2020ファイナル立川大会に参加しよう！

オリンピック・パラリンピックコラム デフリンピックを知ろう
立川市ゆかりのアスリート 岡田海緒選手

10月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム アスリートのパワーの源～選手村の食事

11月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム 食べて学ぶベラルーシ！家庭料理を作ってみよう

立川に聖火リレートーチがやってくる

頑張ろう！！たちかわ モザイクアートプロジェクト

１月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム 日本の粋な美～大会エンブレム

２月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム 歴代オリンピックマスコットクイズ

聖火リレートーチ、ついに立川市へ（聖火リレートーチ展示、東京2020大会気運醸成展示）

モザイクアートが完成しました！！

オリンピック・パラリンピックコラム 聖火リレー豆知識

オリンピック・パラリンピックコラム フェアプレーの精神

東京2020大会出場権獲得　江村美咲選手が表敬訪問！

５月10日号 東京2020大会期間中の交通対策・混雑緩和にご協力を

市にゆかりのある競技や選手を応援しよう！東京2020大会の観戦チケットを抽選販売

オリンピック・パラリンピックコラム オリパラクロスワードパズル

６月10日号 東京2020オリンピック聖火リレー（走行ルート、交通規制情報）

６月25日号 オリンピック・パラリンピックコラム 東京2020オリンピック聖火リレーまであと少し！

７月10日号 東京2020オリンピック聖火リレー 公道での走行は中止になりました

東京2020オリンピック開幕！市にゆかりのある選手を応援しよう

オリンピック聖火リレー 点火セレモニー 15人のランナーによってつながれた「希望の火」

ジャパンレーザーランシリーズ2021ファイナル立川大会に参加しよう！

モザイクアートの横断幕を展示しています

８月10日号 開催まであと少し！パラリンピック関連展示、聖火ビジット

８月25日号 東京2020オリンピック 市にゆかりのある選手の試合結果

東京2020パラリンピック聖火リレー 点火セレモニーが開催されました

東京2020パラリンピック 市にゆかりのある選手の試合結果とコメント

10月25日号 展示～東京2020大会を振り返る

12月25日号
東京2020パラリンピック競技大会
車いすラグビー銅メダル 長谷川勇基選手が市長を表敬訪問

９月10日号

５月25日号

９月25日号

令和３（2021）年度

４月25日号

12月25日号

４月10日号

７月25日号

令和２（2020）年度

３月10日号

平成31（2019）年度

１月10日号
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◆ツイッター発信 

発信日 内　容

7月14日 近代五種 朝長なつ美選手 表敬訪問

7月22日 近代五種 朝長なつ美選手 表敬訪問 立川市動画チャンネルへ掲載

7月14日 市役所に朝長なつ美選手の懸垂幕を掲出

朝長なつ美選手の壮行会を行います

朝長なつ美選手出場競技 近代五種を知ろう

朝長なつ美選手壮行会 始まります

朝長なつ美選手壮行会 始まりました

朝長なつ美選手壮行会 朝長選手がんばってください！

朝長なつ美選手壮行会 開催しました

7月27日 朝長なつ美選手壮行会 立川市動画チャンネルへ掲載

8月1日 展示「東京1964大会を振り返る」開催中

8月2日 陸上競技10000ｍ 関根花観選手を応援しよう！ リオ2016オリンピックに出場します

東京2020ライブサイトin2016を開催します

多摩・島しょサマーフェスティバル～リオ大会をみんなで盛り上げよう ブース出展

8月5日 東京2020ライブサイトin2016 立川駅東口改札の床に案内広告

東京2020ライブサイトin2016 開会式の様子、日本選手の登場を大きな画面で放送中

多摩・島しょサマーフェスティバル～リオ大会をみんなで盛り上げよう ブース案内

8月9日 東京2020ライブサイトin2016紹介

9月8日 東京2020ライブサイトin2016 リオ2016パラリンピックの生中継を行います

9月12日 近代五種の朝長なつ美選手がリオ2016大会の報告に来てくれました（日本人過去最高順位）

9月13日 東京2020ライブサイトin2016 リオ2016パラリンピックの生中継を行います

10月12日 リオ2016オリンピック陸上10000ｍ 関根花観選手 表敬訪問 立川市動画チャンネルへ掲載

10月14日 展示「オリンピック・パラリンピックと立川」開催中

10月31日 オリンピアン（新体操）のワンポイントアドバイス 秋山エリカさん

11月1日 オリンピアン秋山エリカさんが第四小学校で授業 立川市動画チャンネルへ掲載

1月25日 近代五種 朝長なつ美選手講演会 立川市動画チャンネルへ掲載

2月24日 東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー フラッグ歓迎セレモニーを行います

3月3日 朝長なつ美選手 近代五種ワールドカップ第１戦アメリカ大会 日本選手史上最高４位

3月8日 東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー フラッグ歓迎セレモニーを行います

3月13日 泉市民体育館に東京2020オリンピック・パラリンピックの懸垂幕を掲出しています

東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー フラッグ展示

泉市民体育館で東京2020公式オリジナル商品の販売開始

3月23日 東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグ歓迎セレモニー 立川市動画チャンネルへ掲載

4月19日
東京女子体育大学特別講座
「リオパラリンピックで感じたこと～2020東京へ向けて・トライアスロン編」

5月2日 東京女子体育大学特別講座「ちょっとやってみる！新体操競技編」

5月25日 「障害者スポーツを知ろう！」障害者スポーツ紹介パネル・映像展示開催中

6月6日 東京女子体育大学特別講座「ちょっとやってみる！野球編」

7月3日 第23回夏季デフリンピック日本代表 岡田海緒選手 表敬訪問

7月12日 東京2020オリンピックまであと３年「立川市・東京女子体育大学にゆかりのあるアスリート展示」

7月13日 第23回夏季デフリンピック日本代表 岡田海緒選手 表敬訪問 立川市動画チャンネルへ掲載

7月14日 東京女子体育大学特別講座「ちょっとやってみる！ボッチャ編」

平成27（2015）年度

平成28（2016）年度

平成29（2017）年度

7月21日

8月3日

8月6日

3月14日

7月19日
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発信日 内　容

7月24日
東京2020オリンピックまであと３年
「立川市・東京女子体育大学にゆかりのあるアスリート展示」開催中

8月25日 東京2020パラリンピックまであと３年 「障害者スポーツ紹介パネル展示」開催中

9月20日
「オリンピック・パラリンピック気運醸成展示～東京2020オリンピック・パラリンピックを知ろう
～展示」開催中

10月24日
「立川市オリンピック・パラリンピック1000日前に向けた展示『スポーツ×墨絵』～スポーツと芸
術の出会い～」開催中

12月27日 自治大学校・立川市共催 市民公開講座（成田真由美さん講演）開催のお知らせ

1月24日 自治大学校・立川市共催 市民公開講座（成田真由美さん講演）追加募集

5月18日 ジャパン近代３種シリーズ2018開催決定

東京2020オリンピック開催まであと２年！
姉妹都市の長野県大町市と協力して長野大会関連、ゆかりのある選手等の展示を開催中

東京2020マスコットがデビュー

近代五種協会紹介

立川市は近代五種の朝長なつ美選手を応援しています

8月30日 ジャパン近代３種シリーズ2018 出場者募集中

ジャパン近代３種シリーズ2018 開催のお知らせ

ジャパン近代３種シリーズ2018 前日イベント

12月6日 近代３種の大会を開催 立川市動画チャンネルへ掲載

1月10日 ベラルーシ駐日大使 表敬訪問

2月20日 岡田海緒選手 世界ろう者室内陸上競技選手権大会に出場決定！

3月1日 ベラルーシのホストタウンに登録！

3月12日 東京2020オリンピック開催まであと500日！ベラルーシ新体操チーム紹介展示開催中

3月14日 岡田海緒選手 世界ろう者室内陸上競技選手権大会 立川から応援しています

4月22日 宮城県白石市、柴田町、仙台大学とベラルーシ新体操チームの事前合宿に関する連携協定を締結

6月18日 朝長なつ美選手が近代五種ワールドカップファイナル東京大会に出場します

7月4日 駐日ベラルーシ大使が、第七小学校で、ベラルーシ郷土料理を子どもたちと一緒に食事

7月5日 朝長なつ美選手 近代五種ワールドカップファイナル東京大会 第10位（日本人トップ）

ジャパン近代３種立川大会 参加者募集

近代五種ってどんな競技？

7月24日
東京2020オリンピックまであと１年！
ベラルーシ新体操チーム事前キャンプ「新体操交流会in立川市」が開催されます！

7月30日 ベラルーシ新体操チーム事前キャンプ「新体操交流会in立川市」開催案内

8月6日 近代五種競技紹介・驚きポイント

8月30日 近代３種に挑戦！参加者絶賛募集中！

9月11日 関根花観選手がマラソングランドチャンピオンシップに出場します

9月18日 ジャパン近代３種第３戦立川大会を開催します

1月7日 広報たちかわ１月10日号 オリンピックイヤー突入

7月23日 ベラルーシパネル展開催中

7月24日 オリパラ豆知識（メダルについて)

7月25日 写真の場所はどこでしょう？（東京1964大会自転車ロードレース写真）

7月26日 オリパラ豆知識（オリンピック・パラリンピックフラッグ）

平成30（2018）年度

平成31（2019）年度

令和２（2020）年度

平成29（2017）年度

7月24日

8月28日

10月10日

7月10日
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発信日 内　容

7月27日 オリパラクイズ（現在オリンピックで行われていない競技は？）

7月28日
オリパラクイズ（「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」で集められた携帯電話の
数は？）

7月29日 近代五種紹介

7月30日 近代五種 髙宮なつみ選手からメッセージが届きました

8月24日 ボッチャ紹介動画・広報たちかわ８月25日号コラム案内

8月25日 パラリンピック聖火 ハクキンカイロ紹介

8月26日 オリパラクイズ（オリンピックよりパラリンピックのほうが数の多いものは？）

8月27日 オリパラクイズ（パラリンピックで日本が一番多くメダルを獲得した競技は？）

8月28日 オリパラ豆知識（選手村のベッドについて）　　　　

8月29日 ろう者（聴覚障害者）のオリンピックであるデフリンピック紹介

8月30日 池江璃花子選手 +１動画

9月18日 日本オリンピックミュージアム紹介

9月25日 近代３種立川大会2020 参加募集

10月2日 髙宮なつ美選手が国際近代五種連合ホームページで紹介されています

10月16日 近代３種立川大会2020 申込締切間近！

10月25日 広報たちかわ10月25日号 選手村の食事について

10月28日 東京2020パラリンピック開催まであと300日！

11月6日 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ巡回展示のお知らせ

11月9日 オリパラ給食 ベラルーシ「ボルシチ」紹介

11月15日 東京2020オリンピック開催まであと250日！近代３種立川大会開催

11月25日 広報たちかわ11月25日号 ベラルーシ料理「ドラニキ」レシピ掲載

11月27日 市ホームページ ベラルーシ家庭料理「マチャンカ」レシピ掲載

12月17日 東京2020パラリンピック開催まであと250日！パラリンピック聖火リレーにも注目です

12月24日 東京2020オリンピック聖火リレー 立川市での開催まであと200日！

12月25日 みんなの笑顔を１つの作品に！ モザイクアートを作成します

12月28日
笑顔の写真大募集中！モザイクアートプロジェクト
たちかわ交流大使の山下洋輔さんから笑顔の写真をいただきました

1月4日 東京2020オリンピック開催まであと200日！

1月6日 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ巡回展示 開催延期

1月15日
続！笑顔の写真募集中！モザイクアートプロジェクト
立川府中アスレティックＦＣの皆さんから笑顔の写真をいただきました

締切間近！モザイクアートの応募は明日まで！

国文学研究資料館のロバート・キャンベル館長から笑顔の写真をいただきました

1月25日 広報たちかわ１月25号 東京2020エンブレム掲載

2月5日 東京2020パラリンピック開催まであと200日！ 大会競技「ボッチャ」紹介

3月6日 東京2020オリンピック聖火リレールート公開！

東京2020オリンピック聖火リレーが福島県を出発！

モザイクアート完成！皆様のご協力で768枚の写真が集まりました

3月31日 ベラルーシ新体操チームのオリンピックユニフォームがお披露目されました

4月2日 姉妹都市の長野県大町市でオリンピック聖火リレーが実施されます

4月7日 近代五種 髙宮なつ美選手の応援展示を開催、メッセージツリーを作成します

4月9日 フェンシング 江村美咲選手 表敬訪問

4月12日 東京2020公式アートポスター展示開催中

1月21日

令和３（2021）年度

3月25日

令和２（2020）年度
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発信日 内　容

4月14日
東京2020オリンピック開催まであと100日！
東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ巡回展示について

4月23日 髙宮なつ美選手へのメッセージツリーが完成しました！

4月27日 アルペンスキー 湯浅直樹選手 全日本選手権優勝

4月28日 ベラルーシ新体操チーム ワールドカップ（ソフィア・タシケント） 銅メダル獲得

4月30日 モザイクアート新バージョン公開！

5月20日 アルバルク東京所属代表選手応援

6月1日 東京2020大会の観戦チケットを抽選販売します！

6月2日 ベラルーシ新体操チーム ワールドカップぺサロ大会 入賞

6月7日 近代五種 髙宮なつ美選手が世界選手権大会に出場します！

6月28日 近代五種 髙宮なつ美選手が東京2020大会に出場内定しました！

6月29日 東京2020オリンピック聖火リレー公道での走行中止

6月30日 フェンシング 島村智博選手、吉田健人選手 東京2020大会出場内定について

7月9日 頑張ろう！！たちかわモザイクアートプロジェクト 横断幕が完成しました

近代五種 髙宮選手応援メッセージ動画作成

近代五種 髙宮なつ美選手、フェンシング 江村美咲選手 だるまの目入れ写真

7月27日 ベラルーシ新体操チームが来日！

7月28日 ベラルーシ新体操チーム オンライン歓迎式

7月30日 ベラルーシ新体操チーム 事前キャンプ紹介

8月3日 ベラルーシ新体操チームが選手村へ入村しました！

8月5日 近代五種 髙宮なつ美選手、ベラルーシ新体操チーム 競技日程について

8月6日 東京2020大会結果紹介（フェンシング 江村美咲選手、島村智博選手、吉田健人選手）

東京2020大会結果紹介（ベラルーシ新体操チーム・ハルナスコ選手 銅メダル獲得！）

東京2020大会結果紹介（近代五種 髙宮なつ美選手）

8月11日 ベラルーシ新体操チーム 報告会を中止します

近代五種 髙宮なつ美選手 大会を終えてのコメント

フェンシング 江村美咲選手 大会を終えてのコメント

8月13日 ベラルーシ新体操チームが帰国しました

8月17日 ベラルーシ新体操チーム ハルナスコ選手の銅メダル、ビクトリーブーケ紹介

8月18日 東京2020パラリンピック聖火リレー公道での走行中止

8月20日 車いすラグビー 長谷川勇基選手紹介

8月23日 車いすラグビー 競技紹介

8月24日 車いすラグビー 長谷川勇基選手 試合日程紹介、横断幕掲出

8月26日 車いすラグビー紹介、長谷川勇基選手応援

車いすラグビー デンマーク戦を制し、２勝目！

車いすラグビー 世界ランキング１位のオーストラリアを下し３勝目！次は準決勝！

8月31日 車いすラグビー ３位決定戦でオーストラリアに勝利！銅メダル獲得！！

9月3日 車いすラグビー 長谷川勇基選手のコメント

9月9日 車いすラグビー 長谷川勇基選手の銅メダル獲得を祝し、市役所に懸垂幕を掲出しました

10月22日 市のオリパラへの取り組みの振り返りとして展示を行います

10月25日
振り返り展示では、長谷川勇基選手よりお借りした日本代表のサイン入りユニフォーム等を展示し
ます

車いすラグビー 長谷川勇基選手が都民スポーツ大賞を受賞されました

ベラルーシ新体操チーム 世界新体操（北九州市）全種目でメダルを獲得しました

11月1日 東京2020オリンピック・パラリンピックの振り返り展示を開催中

8月10日

8月12日

8月27日

10月29日

7月21日

令和３（2021）年度



103 

 

発信日 内　容

11月19日 車いすラグビー 長谷川勇基選手 ジャパンパラ車いすラグビー競技大会出場予定

12月3日 車いすラグビー 長谷川勇基選手 表敬訪問

1月19日 陸上800ｍ、1500ｍ 岡田海緒選手 第24回夏季デフリンピック競技大会に出場内定！

令和３（2021）年度

 

◆アーカイブ資料 

 東京 2020 大会のレガシーを将来にわたって継承するため、大会に関連して保有してい 

た以下の物品及び映像について、歴史民俗資料館に保管します。 

 

○物品 

物　品 数　量

聖火リレートーチ（オリンピック・パラリンピック） 各１

聖火リレートーチ専用アクリルケース（オリンピック・パラリンピック） 各１

聖火ランナーユニフォーム（ロング）上下（オリンピック・パラリンピック） 各１

聖火ランナーユニフォーム（ショート）上下（オリンピック・パラリンピック） 各１

東京2020大会観戦チケット
（近代五種、新体操、バドミントン、５人制サッカー、パラリンピック陸上）

10

東京2020大会の試合で実際に使用された公式球（サッカーボール、車いすバスケットボール） 各１

東京2020大会ガイドブック（令和元（2019）年７月発行） ４

東京2020大会ガイドブック（令和３（2021）年７月発行） １

ブーケマスコット（オリンピック・パラリンピック） 各１

メダルケース（オリンピック・パラリンピック） 各１

メダル用巾着（オリンピック・パラリンピック） 各１

フィールドキャスト（スタッフ、ボランティア）用ユニフォーム一式 １

ランヤード（ネックストラップ） ３

東京2020ＮＩＰＰＯＮフェスティバル公式ガイドブック １

東京2020公式アートポスター21枚セット １

東京2020公式アートポスター21枚セット（破損により１枚欠品） １

サポーターポロシャツ（オリンピック・パラリンピック聖火リレー） 各３

サポーターキャップ（白）（オリンピック・パラリンピック聖火リレー） 各２

サポーターキャップ（黒）（オリンピック聖火リレー） ２

ポスター（東京2020エンブレム　オリンピック・パラリンピック） 各１

ポスター（東京2020（旧デザイン）エンブレム） １

ポスター（東京2020マスコット　オリンピック・パラリンピック） 各２

ポスター（ＨＡＮＡＢＩ　オリンピック・パラリンピック） 各１

ポスター（ピクトグラム　オリンピック・パラリンピック） 各１

ポスター（パラリンピック聖火リレー開催） １

ポスター（ベラルーシ新体操チーム紹介） ４

ポスター（近代五種紹介） ３

ポスター（リオオリンピック出場 朝長なつ美選手紹介） １

ポスター（ラグビーワールドカップ） １

ポスター（立川市の取組方針） １

ポスター（2020年立川の未来予想図） １  
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物　品 数　量

のぼり旗（東京2020エンブレム　オリンピック・パラリンピック） 各１

のぼり旗（東京2020（旧デザイン）エンブレム　オリンピック・パラリンピック） 各１

のぼり旗（東京2020マスコット　オリンピック・パラリンピック） 各１

のぼり旗（東京2020マスコット×コアグラフィックス　オリンピック・パラリンピック）
（藍・紅・桜・藤・松葉）

各１

のぼり旗（コアグラフィックス）（藍・紅・桜・藤・松葉） 各１

のぼり旗（ＨＡＮＡＢＩ　オリンピック・パラリンピック） 各１

のぼり旗（聖火リレー ピクトグラム） １

のぼり旗（聖火リレー コカ・コーラほか） １

のぼり旗（パラリンピック聖火リレー　リクシル） １

のぼり旗（ＳＡＫＵＲＡ ＣＡＭＰ2021） ２

のぼり旗（みんなの力ですばらしい大会に！） １

のぼり旗（クイズに答えて景品をもらおう） １

横断幕（オリンピック・パラリンピック聖火リレー） 各１

うちわ（オリンピック・パラリンピック聖火リレー） 各10

うちわ（パラリンピック） 20

うちわ（高宮なつ美選手） １

紙うちわ（オリンピック・パラリンピック聖火リレー） 各２

チラシ（東京2020会場計画） ４

チラシ（東京2020オフィシャルショップ） ３

チラシ（東京2020オリンピック聖火リレー開催（令和２（2020）年３月発行）） ３

チラシ（ベラルーシ新体操直前キャンプ（平成31（2019）年３月発行）） ６

チラシ（ベラルーシ新体操交流会in TACHIKAWA（平成31（2019）年発行）） ３

チラシ（新体操元ベラルーシ代表トークショー） １

チラシ（近代五種ワールドカップファイナル東京大会） １

チラシ（近代五種レーザーピストル体験教室） １

チラシ（東京1964オリンピックと立川の風景） １

チラシ（オリンピアンが注目する東京2020） １

チラシ（アメリカ大陸のトップアスリートがこの街にやってくる） １

チラシ（アールブリュット立川2019） １

パンフレット（東京ゆかりの選手たちを応援しよう） １

パンフレット（東京2020参画プログラムＳＴＡＲＴ） １

冊子（2020年に向けた東京都の取組（平成28（2016）年１月発行）） ３

冊子（2020年に向けた東京都の取組（平成29（2017）年12月発行）） ２

冊子（多様性と調和の実現を目指して） ２

冊子（来たときよりもキレイに！） １

ピンバッジ（東京2020エンブレム） ２

ピンバッジ（東京2020（招致）エンブレム）（楕円型、長方形型） 各３

ピンバッジ（コカ・コーラ）箱入り １

ピンバッジ（コカ・コーラ） 10

コカ・コーラ限定デザインボトル ５

ホストタウン登録証 １

立川市版事前キャンプガイド ２

手旗（ＳＡＫＵＲＡ ＣＡＭＰ2021） ２  
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物　品 数　量

ベラルーシ新体操チーム サイン １

区市町村取組紹介パネル（ベラルーシ新体操チーム 事前キャンプ） １

東京2020オリンピック聖火ランナー募集要項 12

東京2020聖火ランナー応募用紙 ３

東京2020エンブレムはっぴ（青、白） 各１

東京五輪音頭ＣＤ、ＤＶＤ 各２

パラリンピックガイド ２

パラリンピックハンドブック １

パラリンピックマラソン見どころマップ １

パラリンピック聖火リレー配布物品（日本生命折りたたみ座布団） ２

パラリンピック聖火リレーサポートランナー 寄せ書き １

ＴＯＫＹＯ観光ガイドブック ２

「2020たより」Vol.14 ２

クリアファイル（東京2020パラリンピック聖火リレーを応援します） １

クリアケース（ＴＯＫＹＯ2020パラリンピック） ２

タオル（第23回夏季デフリンピック競技大会 サムスン2017） １

 

○映像 

 

・東京 2020 大会に関連する本市の取り組みダイジェスト版 【11 分 11秒】 

 

・ケーブルテレビ局取材映像 

放送(取材)月 映像内容
映像時間

（分：秒）

平成27（2015）年10月 アールブリュット立川2015 2:12

平成28（2016）年７月 近代五種日本代表 髙宮なつ美選手 壮行会 2:36

平成28（2016）年10月 リオオリンピック出場 関根花観選手が表敬訪問 1:48

平成28（2016）年10月 オリンピアン秋山エリカさんが第四小学校で特別授業 1:51

平成29（2017）年１月 立川第九中学校 髙宮なつ美選手 講演会 2:40

平成29（2017）年３月 オリンピック・パラリンピックフラッグ歓迎セレモニー 2:09

平成29（2017）年４月 オリンピック・パラリンピックエンブレム 2:27

平成29（2017）年５月 立川第九中学校 ブラインドサッカー体験 2:49

平成29（2017）年７月 デフリンピック出場 岡田海緒選手が表敬訪問 2:28

平成30（2018）年１月 平昌オリンピック日本代表選手団 結団式・壮行会 2:06

平成30（2018）年１月 ロンドン・リオパラリンピアン天摩由貴さん体験授業（ゴールボール） 2:37

平成30（2018）年２月 東京2020マスコット小学生投票結果発表 2:25

平成30（2018）年９月 アスリート紹介展示 1:51

平成30（2018）年10月 チャレンジスポーツ教室 2:35

平成30（2018）年10月 スポーツ博覧会 2:33

平成30（2018）年10月 オリンピック・パラリンピックボランティア説明 1:59

平成30（2018）年11月 第６回近代３種日本選手権大会 2:22

平成31（2019）年１月 駐日ベラルーシ大使が表敬訪問 1:53

平成31（2019）年３月 ベラルーシホストタウンへ 1:21  
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放送(取材)月 映像内容
映像時間

（分：秒）

令和元（2019）年７月 第七小学校 ベラルーシ給食 2:38

令和元（2019）年８月 ベラルーシ新体操チームの事前キャンプ 2:29

令和元（2019）年９月 アールブリュット立川2019 2:51

令和元（2019）年９月 アールブリュット立川2019高松からの風 2:40

令和元（2019）年９月 「東京1964オリンピックとその頃の立川の風景」展示 2:08

令和元（2019）年９月 ジャパン近代３種シリーズ2019第３戦立川大会 2:33

令和元（2019）年11月 ベラルーシ新体操チームが立川で事前キャンプへ 1:31

令和元（2019）年12月 立川シアタープロジェクト 2:31

令和２（2020）年２月 立川市内の商店街に東京2020フラッグ掲出 1:31

令和２（2020）年７月 ホストタウン交流事業ベラルーシ展開催 1:04

令和２（2020）年９月 近代３種大会の市民枠受付中 1:16

令和２（2020）年11月 近代３種日本選手権大会 1:49

令和３（2021）年１月 モザイクアートプロジェクト 1:10

令和３（2021）年７月 オリンピック聖火リレーのインタビュー（４人） 11:34

令和３（2021）年７月 オリンピック聖火リレーのインタビュー（秋山エリカさん、小倉智昭さん） 27:32

令和３（2021）年７月 立川市オリンピック聖火リレー点火セレモニー 33:26

令和３（2021）年８月 立川市パラリンピック聖火採火式 43:32

令和３（2021）年８月 立川市パラリンピック聖火リレー点火セレモニー、インタビュー 69:40  

 

◆東京 2020大会で使用された物品の後利用について 

 ３Ｒの推進や東京 2020 大会のレガシーの視点から、東京 2020大会において使用された 

物品を大会後に利用するため、組織委員会等より譲渡を受けました。 
 ※３Ｒとは、Reduce、Reuse、Recycleの３つのＲの総称で、物を大切に使いごみを減らすこと、使える物は繰り返し 

  使うこと、ごみを資源として再び活用することを指します。 

受領先 物品名 数　量

総合政策部 広報課 アルコール消毒液ボトルタイプ ３

コードレススティック掃除機電池パックセット ２

コードレススティック掃除機用 電池パック ３

総合政策部 情報推進課 FeliCa―Lke Sカード(無地)100枚セット 10

行政管理部 品質管理課 アルコール消毒液ボトルタイプ ２

作業用ヘルメット ２

クリップボード 10

ウェアラブルカメラ ３

アルコール消毒液ボトルタイプ 40

アルコール消毒液詰め替え用 ５

アルコール消毒液詰替　手指消毒用ケア・コール １

白地厚紙（工作用紙）＠100枚 ２

ネッククーラー（大）＠300枚 ２

産業文化スポーツ部 地域文化課 フルＨＤ 屋外固定カメラ ２

ハンドボールゴール一式 ２

ネッククーラー（大）＠300枚 １

白地厚紙（工作用紙）＠100枚 ２

ネッククーラー（大）＠300枚 ３

バスタオル 20

ハンドタオル 40

ビニール傘 10

市民生活部 市民課

産業文化スポーツ部 産業観光課

産業文化スポーツ部 スポーツ振興課

子ども家庭部 子育て推進課

子ども家庭部 子ども家庭支援センター

総合政策部 行政経営課

市民生活部 生活安全課
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受領先 物品名 数　量

非接触体温計 １

フルＨＤ液晶ディスプレイ １

アルコール消毒液ボトルタイプ 10

アルコール消毒液詰め替え用 10

ハンドソープボトルタイプ 10

クリアファイル 30

ボールペン（青） ３

子ども家庭部 子ども育成課 白地厚紙（工作用紙）＠100枚 ９

ネッククーラー（大）＠300枚 １

ネッククーラー（小）＠240枚 １

フルＨＤ液晶ディスプレイ(スタンド付) １

フルＨＤ液晶ディスプレイ １

アルコール消毒液ボトルタイプ 70

アルコール消毒液詰め替え用 20

ハンドソープボトルタイプ 30

除菌ペーパー詰め替え用 320

ネッククーラー（大）＠300枚 １

ネッククーラー（大）＠300枚 １

ネッククーラー（小）＠240枚 １

除菌ペーパー詰め替え用 ２

フェイスシールド ５

まちづくり部 公園緑地課 ネッククーラー（大）＠300枚 １

環境下水道部 環境対策課 ネッククーラー（小）＠240枚 １

フルＨＤ液晶ディスプレイ(スタンド付) １

４K 液晶ディスプレイ(スタンド付) １

除菌ペーパー詰め替え用 38

ネッククーラー（小）＠240枚 １

９Ｍ 屋内全方位カメラ １

ＰｏＥカメラ　電源ユニット １

フルＨＤ 液晶ディスプレイ １

アルコール消毒液詰め替え用 40

アルコール消毒液詰替　手指消毒用ケア・コール １

ライブサイトポロシャツ ２

白地厚紙（工作用紙）＠100枚 ５

ネッククーラー（大）＠300枚 ３

ネッククーラー（小）＠240枚 ２

デジタル風速計 １

クリップライト １

非接触体温計 14

サーキュレーター ３

アルコール消毒液ボトルタイプ 120

アルコール消毒液詰め替え用 20

除菌ペーパー詰め替え用 ５

アルコール消毒液詰替　手指消毒用ケア・コール １

水性ペン（赤） ４

ライブサイトポロシャツ 50

白地厚紙（工作用紙）＠100枚 15

議会事務局 ウェアラブルカメラ １

教育部 図書館

福祉保健部 保険年金課

福祉保健部 健康推進課

福祉保健部 福祉総務課

教育部 指導課

子ども家庭部 子ども家庭支援センター

まちづくり部 都市計画課

教育部 生涯学習推進センター
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