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市民局オリンピック・パラリンピック推進課

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

１年前キャンペーン in 横浜市 実施中！
令和元年７⽉ 24 ⽇（⽔）に東京 2020 オリンピック１年前、８⽉ 25 ⽇（⽇）に東京 2020 パラリン
ピック１年前を迎えるにあたり、横浜市では７・８⽉をキャンペーンとしてイベント・広報を重点的に取
り組んでいます。

◆横浜市主催１年前イベント
「1 Year to Go! フェスティバル 〜東京 2020 開催まであと１年！〜 in 横浜市」

７⽉ 13 ⽇（⼟）に横浜スタジアムで１年前を記念するイベントを開催します。
横浜ゆかりのアスリートトークショーや全 18 区の地域の皆さんによる盆踊り等の披露、和太⿎パフォ
ーマンス等楽しいプログラムが盛りだくさんです。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
⽇時

７⽉ 13 ⽇（⼟）13 時〜20 時（12 時 30 分開場、⼩⾬決⾏）

会場

横浜スタジアム（中区）
※東京 2020 オリンピック 野球・ソフトボール決勝の地
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東京 2020PR ステージ

野球・ソフトボールのオリンピアンをはじめとするアスリートなど、豪華ゲストをお招きします！
◆アスリートトークショー（13 時 30 分〜）

◆オープニングセレモニー（13 時〜）
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第２部

⼤盆踊り⼤会

「東京五輪⾳頭-2020-」や各地域の盆踊りの披露など、イベントを祭りとして盛り上げます！
◆全 18 区ステージ（15 時 50 分〜）
全 18 区から区⺠が集結し、盆踊り・
和太⿎などを披露！

◆東京五輪⾳頭-2020-ステージ（15 時 30 分〜）
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◆スペシャルステージ（16 時 50 分〜）

◆クロージングステージ（19 時 30 分〜）
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「ENEOS みんなでチャレンジ Baseball５」のご案内

しゅういち
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ベースボールファイブ

同⽇ 10 時〜13 時には、野球・ソフトボールのストリート競技「Baseball5」の体験会を開催します。
＜詳細 URL＞

https://genki-nippon.yomiuri.co.jp/news/b5.html/

※主催：読売新聞社、全⽇本野球協会、全⽇本軟式野球連盟

/

共催：市⺠局、横浜市体育協会

詳細は、配布資料「当⽇プログラム」をご覧ください。
※本イベントは令和元年６⽉ 12 ⽇（⽔）に発表した案件ですが、より詳細のプログラムが完成したため再度発表します。

取材について 事前にオリンピック・パラリンピック推進課までご連絡ください。
※「ENEOS みんなでチャレンジ Baseball５」の概要・取材については、別添資料をご参照ください。

◆神奈川県・横浜市主催 パラリンピック１年前イベント
「〜Tokyo 2020 Paralympic Games 1 Year to Go!〜
１年前記念イベント in 神奈川」

８⽉ 17 ⽇（⼟）に、横浜市は神奈川県と共に、パラリンピックを盛り上げるイベントを開催します。
多くのアスリートゲストや各種体験会など、パラスポーツを⾝近に感じていただけるプログラムが盛り
だくさん！⿊岩県知事、⼩林副市⻑、三阪洋⾏さん（⾞いすラグビーパラリンピアン）、⼤前光市さん（ダ
ンサー）によるトークショーも開催します。
ぜひお越しいただき、⼀緒にパラリンピックを盛り上げていきましょう！
⽇時

８⽉ 17 ⽇（⼟）11 時〜18 時
※⾬天は 18 ⽇（⽇）に順延（内容・時間を変更する場合があります）
会場 横浜⾚レンガ倉庫 イベント広場
内容 ステージイベント/デモンストレーション/体験会（⾛⾼跳、義⾜体験）など

◆各区で開催するイベント⼀覧

１年前キャンペーン期間中に、区役所でもオリンピック・パラリンピックを盛り上げるイベントを⾏いま
す。ぜひご参加ください。
◆来年はオリンピック・パラリンピック開催！中区⺠利⽤施設スタンプラリー
中区内の地区センターや地域ケアプラザなどの施設を巡る
スタンプラリーを開催します。各施設にオリンピック・
パラリンピック競技の内容とピクトグラムを掲載した
パネルの展⽰等をし、⼤会の機運醸成を図ります。
ラリー⽤紙はビンゴ形式（５×５マス）となっており、５施設分の
スタンプを集めると、スポーツ観戦に便利な景品と交換できます。
⽇時 ８⽉ 20 ⽇（⽕）〜９⽉ 30 ⽇（⽉）
会場 中区⺠利⽤施設（地区センター、地域ケアプラザ、コミュニティハウスなど全 25 か所）
お問合せ先 なか区⺠活動センター TEL：045-224-8138 FAX：045-224-8343
◆泉区役所は、「スポーツ」も「⽂化」も盛り上げます！ ＠泉区役所１階 区⺠ホール
泉区役所内の区⺠ホールに、オリンピック・パラリンピックＰＲエリアを設置します。
スポーツに関するクイズコーナーや、フォトスポットもありますので、ぜひお越しください。
あわせて、スポーツにちなんだ本の展⽰イベントも同時開催します。
⽇時 8 ⽉ 20 ⽇（⽕）〜８⽉ 22 ⽇（⽊） ９時〜17 時
会場 泉区役所１階 区⺠ホール
お問合せ先 泉区役所地域振興課 TEL：045-800-2396 FAX：045-800-2507

◆広報：市営地下鉄で中吊り・駅貼り広告を展開中！

７⽉１⽇（⽉）から市営地下鉄に中吊り・駅貼り広告を⾏い、
キャンペーンのスタートを彩っています。
掲出期間中吊り：７⽉１⽇（⽉）〜14 ⽇（⽇）
駅貼り：７⽉３⽇（⽔）〜16 ⽇（⽕）※ブルーラインの⾞内及び全駅

◆広報：続々更新中！全市⽴学校によるカウントダウンリレー

全市⽴学校（新設予定等を含めて 510 校）が思い思いのアイデアで作成した「あと○⽇」の数字を、「東京
2020 オリンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイト」のトップページに順次掲載しています。
本⽇で東京 2020 オリンピックまであと 378 ⽇！ 今後もぜひご注⽬ください。

毎⽇順次更新中！

※「学校での取組」からアーカイブを確認できます

掲載 URL
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp

東京 2020 ⼤会横浜市ウェブサイト／
横浜市東京 2020 情報（市⺠局）ツイッター
＠tokyo2020_ykhm にて情報発信中！

お問合せ先
市⺠局オリンピック・パラリンピック推進課 担当課⻑

⽥中

礼⼦

ウェブサイト
⼆次元バーコード

@Tokyo2020_ykhm
Follow US！

Tel 045-671-4585

報道関係各位

2019年7⽉11⽇
読売新聞社

ENEOS みんなでチャレンジ BaseBall5（ベースボールファイブ）
イベント取材のお願い
「Baseball5」（ベースボールファイブ）は、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が普及を進めている野
球・ソフトボールのストリート競技です。5⼈制5イニングで、必要な⽤具はゴムボールだけという誰でも気軽に楽
しめる新しいスポーツです。その「Baseball5」の⽇本初となる本格的な体験会を、来年の東京2020オリン
ピックの会場である横浜スタジアムで開催します。当⽇は事前に募集をした横浜市を中⼼とした⼩学校４〜
６年⽣、約300⼈が体験予定で、元野球⽇本代表監督代⾏の中畑清さん（＝写真）と元なでしこジャパン
の丸⼭桂⾥奈さん（＝写真）らホリプロ所属タレントの皆さんがゲストとして参加します。また、⽇本で唯⼀の
WBSC公認のBaseBall5コーチである⼥⼦野球選⼿の六⾓彩⼦さん（＝写真）が指導役を務めます。
本イベントは横浜市が開催する東京2020⼤会1年前イベントである「１Year to Go!フェスティバル〜東京
2020開催まであと1年〜」との⼀環で開催され、1年前にせまった東京2020を盛り上げていきます。
ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。
【 ⽇ 時 】 2019年7⽉13⽇（⼟）10：00〜16：00 （⾬天決⾏、荒天中⽌）
【 場 所 】 横浜スタジアム 内野グラウンド（⾬天時の場合には、室内練習場で開催する場合もあります）
（〒231-0022 神奈川県横浜市中区横浜公園）
【 内 容 】 開会式（10：00〜10：05）
出席者：横浜市市⺠局⻑ ⽯内亮
横浜市市⺠局理事スポーツ統括室⻑ ⻄⼭雄⼆
全⽇本軟式野球連盟専務理事 宗像豊⺒
⼥⼦野球選⼿ 六⾓彩⼦
※敬称略、挨拶は宗像専務理事のみ。
準備運動・基本動作指導（10：05〜10：35）
六⾓選⼿、全⽇本軟式野球連盟に所属する指導員によるルール説明を含めた基本動作指導
ベースボール５ゲーム体験（10:38〜13：00 、 13：30〜15：00頃）
六⾓選⼿、指導員の指導の下、試合形式の体験会を実施します。試合の待ち時間では、⼩学⽣向けの
簡易スタジアムツアーも予定。スポーツDJの軽快なアナウンスやホリプロの野球・ソフトボール好きタレントも
参加して、⼦供から⼤⼈まで楽しみながらベースボール５を体験してもらいます。
※中畑清さんは12時15分頃からの参加となります。
※13時からは「１Year to Go!フェスティバル〜東京2020開催まであと1年〜」オープニングセレモニーを開催します。
※13時30分〜16時では事前登録なし、⾃由参加による体験会を開催します。
※当⽇は、横浜スタジアム関係者⼊り⼝から⼊場いただき、係員の誘導でプレス受付にご案内いたします。
※ご取材の際は⾃社腕章を必ず着⽤し、係員の指⽰に従ってください。
※トークショーほかでフォトセッションは⾏いません。また、登壇者の囲み取材も予定しておりません。

主 催／読売新聞社、全⽇本野球協会、全⽇本軟式野球連盟
共 催／横浜市市⺠局、横浜市体育協会
後 援／世界野球ソフトボール連盟、キューバ⼤使館
特別協⼒／ＥＮＥＯＳ（JXTGエネルギー） 協 ⼒／東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会

