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市民局オリンピック・パラリンピック推進課

＼オリンピック・パラリンピックイヤー再到来︕／

200 ⽇前キャンペーン in 横浜 を⾏います
延期になった東京 2020 オリンピック・パラリンピックが、来年開催されます。
再び⼤会開催年を迎えることを記念し、東京 2020 オリンピック 200 ⽇前にあたる令和３年１⽉４⽇
（⽉）から東京 2020 パラリンピック 200 ⽇前にあたる２⽉５⽇（⾦）までをキャンペーン期間として、
横浜市では広報に重点的に取り組んでいきます。

◆開催競技のアスリート・オリンピアンからのスペシャルメッセージ

横浜市内で開催される野球・ソフトボール、サッカー各競技の横浜ゆかりのアスリート・オリンピアン
から、市⺠の皆様へのスペシャルメッセージを頂戴しました。１⽉４⽇（⽉）から、東京 2020 ⼤会横浜
市ウェブサイト内（https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/）で公開しますのでぜひご覧ください。
※無断転載はご遠慮ください。報道関係者の皆様が掲載を希望される場合は「お問合せ先」までご連絡ください。

メッセージを寄せてくださったアスリート・オリンピアンの皆さん
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◆市庁舎アトリウムでのデイ・カウントダウン

横浜市庁舎１階アトリウムの⼤型ビジョンを活⽤し、オリンピック・
パラリンピック各⼤会までのデイ・カウントダウン表⽰を、東京 2020
オリンピック 200 ⽇前にあたる１⽉４⽇（⽉）から開始します。
本市の開催競技（野球・ソフトボール、サッカー）を紹介する魅⼒的な
動画とともに放映しますので、市庁舎にお⽴ち寄りの際はぜひご覧ください。
※放映時間︓毎⽇９時〜20 時（３分に１回程度）
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◆「250 Days to Go! オンラインフェスティバル
for Tokyo2020 in 横浜」全コンテンツ配信中︕

東京 2020 オリンピック 250 ⽇前にあたる令和２年 11 ⽉
15 ⽇（⽇）から 200 ⽇前にあたる令和３年１⽉４⽇（⽉）
まで、オンライン上でキャンペーンを展開しています。
11 ⽉ 29 ⽇（⽇）に横浜ハンマーヘッドを発信拠点に開催した⽣配信イベントのアーカイブを含め、全
コンテンツを配信していますので、年末年始のおうち時間にぜひご覧ください︕
視聴⽅法︓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内
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/250days-to-go/
＜250 Days to Go! オンラインフェスティバル for Tokyo2020 in 横浜＞
主催︓横浜市
協⼒︓東京 2020 組織委員会（申請中）、横浜市スポーツ協会、横浜ラポール、下記の企業の皆様
パナソニック株式会社、ENEOS 株式会社、NEC、⽇本電信電話株式会社（NTT）、富⼠通株式会社、
株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社 明治、
株式会社 LIXIL、東京ガス株式会社、凸版印刷株式会社、⽇本郵便株式会社、⽇本航空株式会社、
三菱電機株式会社、読売新聞社、毎⽇新聞社、コクヨ株式会社

◆内容・コンテンツ
・スタジアムツアー

※東京 2020 ⼤会が終了するまで配信します。

・練習⾵景レポート

市内のオリンピック競技開催会場の横浜スタジアム・
横浜国際総合競技場の内部をご紹介します。

・アスリートメッセージ

＜出演＞横浜スタジアム

＜出演＞横浜国際総合競技場

・その他

中澤 佑⼆さん（オリンピアン）

東京 2020 ⼤会を⽬指すアスリ
ートからのメッセージや開催
競技の魅⼒、⼤会を⽀える技術
や共⽣社会に向けた取組など、
東京 2020 ⼤会パートナー企業
からご提供いただいた多彩な
プログラムをお届けします。
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⾼城 れにさん(ももいろクローバーZ)
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・競技紹介
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・アルケミストがご紹介するコーナー
２⼈組⾳楽ユニット「アルケミスト」が、横浜ゆかりアスリートの
練習状況や学校での取組、審判員によるクイズをナビゲートします。
＜出演＞
・アルケミスト
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・初海 達也選⼿（パラ陸上）、浜本 純⽮選⼿（パラ⽔泳）
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※横浜ラポールで練習されている障がい者⽴位テニス競技の岸 俊 介 選⼿もご紹介します。
・城郷⼩学校、万騎が原⼩学校、桜井⼩学校の児童の皆さん
・横浜市バドミントン協会、横浜市柔道協会、横浜市⾺術協会の皆さん

・⽣配信イベント（アーカイブ）

新港ふ頭客船ターミナル「横浜ハンマーヘッド」を発信拠点に、11 ⽉ 29 ⽇(⽇)にオンラインイベン
トを開催しました。⼤会パートナー企業所属のアスリートなどによるトークショーやパフォーマーによ
るミニライブなど、ライブ感あふれる内容をお楽しみいただけます。
＜出演＞
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・上原 ⼤祐 さん（アイスホッケー競技パラリンピアン）
栗栖 良依 さん（パラ・クリエイティブプロデューサー/ディレクター）
やまだ

⼭⽥ ベンツ さん（「2020 年ジャパンバリアフリープロジェクト」プロデュース）
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・吉川 美⾹ さん（陸上競技オリンピアン。現・パナソニック⼥⼦陸上競技部コーチ）
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森岡 紘⼀朗 選⼿（陸上競技オリンピアン。富⼠通株式会社所属） ※オンライン出演

井⾕ 俊 介 選⼿（陸上競技パラアスリート。SMBC ⽇興証券所属）
加納 虹輝 選⼿（フェンシング競技アスリート。⽇本航空株式会社アスリート社員）
・ズーラシアンブラス、Team ANDZ、サブマンド、球舞-CUBE-

◆区での取組

◇磯⼦区︓区総合庁舎に東京 2020 ⼤会エレベーターラッピングが登場︕
１⽉４⽇（⽉）に東京 2020 オリンピック 200 ⽇前を迎えることを記念し、本市の開催競技（野球・
ソフトボール、サッカー）とパラリンピックについて PR するエレベーターラッピングが磯⼦区総合庁舎
に登場します。
装飾場所 磯⼦区総合庁舎地下２階から７階、全９フロアのエレベータードア（２機、計 18 か所）
お問合せ先 磯⼦区地域振興課 TEL 045-750-2390

＼特設ウェブサイト・ツイッター・インスタグラムで情報発信中︕／
アカウント名

アカウント名

＠tokyo2020_ykhm
WEB:東京 2020 ⼤会横浜市ウェブサイト

＠tokyo2020_yokohama

Twitter:横浜市東京 2020 情報

お問合せ先
市民局オリンピック・パラリンピック推進課 担当課長

Instagram:横浜市東京 2020 情報

田中

礼子

Tel 045-671-4585

