
※　掲載後に内容が変更となる可能性がございますため、お越しになる前に、所管団体へ詳細をお問い合わせ下さい。

※　事前申し込み、参加費用が必要なものもあります。

※　荒天等の原因でバッジを配布できないこともございます。

※　所管団体からの提供情報に基づき、掲載しています。

実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

1
6/21(金)－
10/2（水)

企画展示「競技者たち～アスリートたち～」 東京都立多摩図書館

平日
10：00～21：00
土日祝
10：00～17：30

東京都教育
庁

クイズラリー参加者

2
7/2（火）－
9/1（日）

調布市郷土博物館，深大寺水車館，武者小路
実篤記念館スタンプラリー

調布市郷土博物館，深大寺水車
館，武者小路実篤記念館

9：00～16：00 調布市 スタンプラリー参加者

3
7/6（土）－
9/30（月）

市民体育大会 市内各所 未定 国分寺市 競技参加者

4
7/19（金）－
9/16（月･

祝）
切断ヴィーナス写真展 荒川区立ゆいの森あらかわ 9：30～20：30 荒川区 写真展参加者

5
7/20（土）－
9 /1（日）

葛飾区区郷土と天文の博物館特別展
「オリンピック・パラリンピックと葛飾」

葛飾区郷土と天文の博物館
9：00～17：00
（金・土曜日は21：00ま
で）

葛飾区 入館者

6
7/21（日）－
8/31（土）

スペシャリストから学ぶ！かつしか区民大学夏
の特別講座

テクノプラザかつしか、ウィメンズ
パル、梅田小学校、亀有地区セ
ンター

14：00～16：00 葛飾区 講座受講者

7
7/24（水）－

8/9（金）
職員献血 都庁献血ルーム 10：00～17：45

東京都福祉
保健局

献血協力者

8
7/24（水）－
10/2（水）

企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！
～東京2020大会まであと1年～」

東京都立中央図書館

平日
10：00～20：45
土日祝
10：00～17：30

東京都教育
庁

アンケート回答者

9
7/31（水）－

8/3（土）
北海道白糠町小学生交流事業 高尾の森わくわくビレッジ 未定 八王子市 参加者

10 8/1(木) 真夏の音楽会 練馬文化センター 受付時 練馬区 参加者

11 8/1（木） 勾玉作り 調布市郷土博物館 10：00～12：00 調布市 事業参加者

12 8/1（木） 食の安全こども調査隊 健康安全研究センターほか 未定
東京都福祉
保健局

参加者（事前申込制）

13 8/2（金） 土器のかけらで拓本体験 調布市郷土博物館 13：00～15：30 調布市 事業参加者

14 8/2(金） 上映会 東京都立中央図書館 14：00～16：30
東京都教育
庁

アンケート回答者

15
8/2（金）－
8/4（日）

中央区折り鶴ウェーブキックオフイベント 銀座伊東屋
10：00～19：00
（8/2は20:00まで）

中央区 参加者

16 8/3（土） 第１７回　あきる野夏まつり 秋川駅北口駅大通り周辺 12：00～16：00 あきる野市 参加者

17 8/3（土） 夢の虹
トキワ荘通り・トキワ荘お休み
処・花咲公園

17：00～21：00 豊島区 ブース来場者

18 8/3（土） 夏休み子供安全フェスタ なかのＺＥＲＯ 12：00～15：30
東京都都民
安全推進本
部

参加者全員

19
8/3（土）－
8/4（日）

調布観光フェスティバル 調布駅前広場 11：00～18：00 調布市 PRブース来場者

東京2020大会　広報PR用バッジ　配布イベント一覧

　　　　　　　　　令和元年7月31日時点



実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

20 8/3(土) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 中村南スポーツ交流センター 終了時 練馬区 参加者

21 8/3(土) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 石神井東中学校体育館 終了時 練馬区 参加者

22  8/ 3（土） 臨床検査監察医務院見学会 東京都監察医務院 13：30～15：30
東京都福祉
保健局

参加者

23 8/3（土） 灯りまつり
小平市中央公園その他計14か
所

17：30～18：00 小平市 灯篭を出展した方

24
8/3（土）－
8/9 （金）

※8/4を除く
BATA ART EXHIBITION

杉並区役所
2階区民ギャラリー

9：00～17：00 杉並区 アンケート回答者

25 8/4(日) みんなでラジオ体操プロジェクト
千住新橋緑地　虹の広場等
全6会場

6：30～7：00 足立区 参加者

26 8/4（日） 東京2020大会開催1年前カウントダウン事業 中野駅北口前広場 13：00～17：00 中野区 クイズラリー参加者

27 8/4(日)

令和元年度スポーツ都市宣言記念事業・ホスト
タウン交流事業
東京２０２０オリンピック・パラリンピック気運醸
成イベント
いきいきわくわくスポーツ講演会及びスポーツ
教室

武蔵村山市総合体育館 12：00～12：50 武蔵村山市 参加者

28 8/4（日） オリンピック１年前イベント タワーホール船堀 11：00～18：00 江戸川区
アンケート
回答者

29 8/4（日） いなぎICカレッジ・企画講座「講演会」 稲城市地域振興プラザ 12：00～14：00 稲城市 来場受付者

30 8/4(日) いなぎICカレッジ・講座紹介イベント 稲城市地域振興プラザ 14：30～16：30 稲城市 来場受付者

31 8/4(日)
パラスポーツを見て・知って・体感しようVol.2
車いすラグビー体験会＆トークショー

アジュール竹芝 16：00～16：30
東京都職員
共済組合事
務局

アンケート回答者

32 8/5（月） 食の安全こども調査隊 健康安全研究センターほか 未定
東京都福祉
保健局

参加者（事前申込制）

33 8/5（月） アメリカ代表選手によるボルダリング教室 クライミングジム　バーチ 13：00～16：00 八王子市 教室参加者

34 8/7(水) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 光が丘体育館 終了時 練馬区 参加者

35
8/8（木）－
8/9（金)

ガラスのプレートを作ろう あらかわリサイクルセンター 10：00～11：30 荒川区 工房教室参加者

36 8/8(木) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 平和台体育館 終了時 練馬区 参加者

37 8/8（木） 勾玉作り 調布市郷土博物館 10：00～12：00 調布市 事業参加者

38 8/9（金）
オリンピック・パラリンピック生涯学習講座
スポーツ人類学

千束社会教育館 10：00～12：00 台東区 講座受講者

39 8/9（金） 土器のかけらで拓本体験 調布市郷土博物館 13：00～15：30 調布市 事業参加者

40 8/10(土) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 上石神井体育館 終了時 練馬区 参加者

41 8/10(土) 夏休み親子パラリンピック競技体験会 大泉学園町体育館 終了時 練馬区 参加者

42 8/10（土） ニュースポーツデー
東京ドームスポーツセンター東
久留米（東久留米市スポーツセ
ンター）

未定 東久留米市 参加者

43 8/10（土） 上映会 東京都立中央図書館 14：00～16：30
東京都教育
庁

アンケート回答者



実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

44
8/10 (土) -
8/11（日)

BATA ART EXHIBITION 杉並区産業商工会館 10：00～20：00 杉並区 アンケート回答者

45
8/14（水）－
8/18（日）

羽村市・キルギス共和国友好親善コンサート関
連展示

生涯学習センターゆとろぎ
10：00～17：00
最終日のみ
10：00～19：00

羽村市 展示見学者

46 8/15（木） 第21回旧中川灯篭流し 旧中川（江戸川区平井） 17：00～19：00
東京都建設
局

ブース参加者

47 8/16（金） 第10回八王子市長杯　こども将棋大会 クリエイトホール 12：00～13：00 八王子市 参加者

48 8/17（土）
東京2020パラリンピックに向けた1年前イベント
in すぎなみ

セシオン杉並 12：00～16：00 杉並区 参加者

49 8/17（土） 第１５回平和市民のつどい 都立東大和南公園平和広場 14：00～19：40 東大和市 来場者

50 8/17（土） 瑞穂町サマーフェスティバル 瑞穂町役場周辺 15：00～18：00 瑞穂町 来場者

51 8/18（日）
東京2020大会オリンピック・パラリンピック開催
１年前記念イベント

光と風の広場、けやき広場、け
やき並木通り

12：00～17：00 府中市 参加者

52 8/18（日） 羽村市・キルギス共和国友好親善コンサート 生涯学習センターゆとろぎ 15：30～18：00 羽村市 参加者

53 8/19（月) 子ども向けパラスポーツ体験教室（夏期） 首都大学東京　荒川キャンパス 16：00～17：00
東京都総務
局

参加者等

54 8/21（水） 特殊詐欺根絶イベント 世田谷区民会館 12：30～15：30
東京都都民
安全推進本
部

ブース来訪者

55 8/22（木） 夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操
葛飾区奥戸総合スポーツセン
ター陸上競技場

6：00～7：30 葛飾区 コーナー来訪者

56 8/22（木） 調布でおもてなし～夏休み・中高生編 文化会館たづくり　９階研修室 15：00～ 調布市 全員

57 8/22（木）
東京2020パラリンピック競技大会
開催１年前記念パネル展

国分寺市民スポーツセンター 9：00～20：00 国分寺市 来場者

58 8/23（金） 上映会 東京都立中央図書館 14：00～16：30
東京都教育
庁

アンケート回答者

59 8/24(土)
区民カレッジ　大前光市氏特別講演会
「TOKYO2020　誰もが輝ける社会へ」

サンパール荒川
小ホール

13：00～15：00 荒川区 講演会参加者

60 8/24（土） 区内高校生ボッチャ大会・区民ボッチャ体験 Ario 12：00～17：00 江戸川区 ボッチャ体験者

61 8/24（土） ３ｘ３．ＥＸＥ ＰＲＥＭＩＥＲ 2019in足立
東京電機大学　東京千住キャン
パス

10：30～18：00 足立区 ブース来訪者

62 8/24（土）
講演会
「金栗四三とその師・嘉納治五郎」

東京都立中央図書館 14：00～16：00
東京都教育
庁

アンケート回答者

63 8/24（土） 世界の文化講座「キルギス共和国の食文化」 コミュニティセンター 17：00～19：30 羽村市 受講者

64 8/24（土） 「街のみまもり」広報イベント
ヴィーナスフォート内
パレットプラザ

11：00～16：30
東京都都民
安全推進本
部

ブース来訪者

65
8/24（土）－
8 /25（日）

体験楽習フェア八王子2019in高尾山 高尾599ミュージアム 13：00～16：00 八王子市 ブース来場者

66 8/25（日） さくら100プロジェクト教室 沢井市民センター 10：00～12：00 青梅市 参加者



実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

67 8/25（日） パラリンピック１年前イベント Ario 12：00～17：00 江戸川区
アンケート
回答者、競技体験者

68 8/25（日） 中央区折り鶴ウェーブキックオフイベント 晴海トリトンスクエア 11：00～16：00 中央区 参加者

69 8/25（日） 市民水泳大会 市民プール 8：00～12：00 稲城市 参加者

70 8/25（日） パラリンピック１年前イベント 小平市民総合体育館 10：00～15：00 小平市 来場者

71 8/25（日） 青梅市総合防災訓練 今井小学校校庭 9：50～10：15 青梅市 参加者

72 8/25（日） 上映会 東京都立中央図書館 14：00～16：30
東京都教育
庁

アンケート回答者

73 8/26（月） 東京2020パラリンピックに向けた１年前イベント
区民ホール　（千代田区庁舎１
階）

午前中 千代田区 競技体験参加者

74
8/27（火）-
9/2（月）

ジュニアスポーツアジア交流大会
駒沢オリンピック公園総合運動
場

イベント開始時

東京都オリン
ピック・パラリ
ンピック準備
局

ブース来訪者

75 8/30（金）
調布市景観まちづくり市民検討会
講演会

調布市文化会館たづくり１２階大
会議場

19：00～21：00 調布市 参加者

76 8/31（土） 国立市民体育祭総合開会式
くにたち市民総合体育館
（国立市富士見台2-48-1)

10：30～12：00 国立市 開会式出席者

77
8/31（土）－

9/1（日）
東京2020大会に向けた　2019事前キャンプで
の空手交歓稽古

日野市ふれあいﾎｰﾙ 10：00～12：00 日野市 交歓稽古参加者

78 8/31（土）
すぎなみ版ボランティア「ＴＥＡＭ　ＮＡＭＩＳＵＫ
Ｅ」　　おもてなしスキルアップ講座

杉並区役所中棟6階第4会議室 13：30～16：00 杉並区 講座受講者

79 8/31（土） ボッチャ体験教室
くにたち市民総合体育館
（国立市富士見台2-48-1)

9：30～11：30 国立市 参加者

80 9/1（日） 稲城市民体育大会総合開会式 稲城市総合体育館 8：30～9：10 稲城市 参加者・観覧者

81 9/1（日） 第59回調布市民体育祭開会式 調布市グリーンホール 9：00～12：00 調布市 参加者

82 9/1（日） CHOFU RUGBY FES 調布駅前広場 13：00～17：00 調布市 来場者

83 9/1（日）
東京2020大会に向けた　2019事前キャンプで
の空手稽古　市民一般公開・交流

日野市ふれあいﾎｰﾙ 10：00～12：00 日野市
稽古の一般公開見学
市民

84 9/1（日）
子育てフェスティバル
オリンピック・パラリンピックＰＲコーナー

文京シビックセンター
５階区民会議室AB

12：30～15：00 文京区
ＰＲコーナーを体験さ
れた方

85 9/1(日) 令和元年度東京都・多摩市合同総合防災訓練
多摩市
（多摩センター駅会場周辺ほか）

9：30～13：00
東京都総務
局

訓練参加者等

86 9/5（木） シニア元気塾　ボランティア入門講座 大横保健福祉センター 未定 八王子市 受講生

87 9/6（金）
東京2020大会ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ　空手1プレミアリーグ
東京大会　市民応援団

日本武道館 10：00～11：00 日野市 市民応援団

88 9/7（土）
東京2020大会ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ　空手1プレミアリーグ
東京大会　市民応援団

日本武道館 10：00～11：00 日野市 市民応援団

89 9/7（土） 子どもはくぶつかん「お月見団子をつくろう」 調布市郷土博物館，西部公民館 9：30～12：00 調布市 事業参加者



実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

90

9/7(土）
※順延した
場合は8

（日）

ふるさと葛飾盆まつり2019 葛飾にいじゅくみらい公園 14：00～21：00 葛飾区 ブース来訪者

91 9/7（土）
東京2020大会を応援しよう！1年前イベント in
羽村

スポーツセンター 10：00～12：30 羽村市 来場者

92 9/7(土) 交通安全八王子市民の集い
いちょうホール（八王子市芸術文
化会館）

13：00～16：00 八王子市 参加者

93 9/7（土） 体力年齢測定会 泉市民体育館 11：00～11：30 立川市 参加者

94 9/8（日） 第72回板橋区民体育大会（総合開会式） 板橋区立小豆沢体育館 9：30～10：30 板橋区 参加者

95 9/8（日）
2019年度（平成31年度）「中学生の主張　東京
都大会」

都民ホール 13：00～16：00
東京都生活
文化局

参加者（受賞の中学
生および関係者）

96 9/8（日） 稲城市女性防火クラブ防火・防災研修会 地域振興プラザ 9：00～15：00 稲城市 参加者

97 9/8（日） さくら100プロジェクト講演会 沢井市民センター 14：00～16：00 青梅市 参加者

98 9/8（日）
東京2020大会ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ　空手1プレミアリーグ
東京大会　市民応援団

日本武道館 10:00～11：00 日野市 市民応援団

99 9/8（日） さくら100プロジェクト教室 沢井市民センター 10：00～12：00 青梅市 参加者

100 9/8（日） 青少年フェスティバル 上野恩賜公園（不忍池側） 11：00～14：00
東京都建設
局

来場者

101 9/11（水） 中小企業のための障害者雇用支援フェア 新宿NSビル 9：30～16：30
東京都産業
労働局

アンケート回答者

102 9/14(土)
武蔵村山市少年・古希軟式野球チーム親善試
合事業

武蔵村山市総合体育館 14：30～15：00 武蔵村山市 参加者

103 9/14（土） 秋の交通安全のつどい 調布駅前広場 14：15～15：40 調布市 交通安全体験者

104 9/14（土） ニュースポーツデー
東京ドームスポーツセンター東
久留米（東久留米市スポーツセ
ンター）

未定 東久留米市 参加者

105 9/14（土） TOKYOウオーク2019　第2回大会 武蔵野の森公園 13：00～16：00

東京都オリン
ピック・パラリ
ンピック準備
局

コーナー来訪者

106 9/14（土）
わんぱくスポーツＤＡＹ2019における東京2020
大会ＰＲブース出展

三鷹市総合スポーツセンター 11：00～15：00 三鷹市 ＰＲブース来場者

107
9/16（祝・

月）
最高齢者・新百歳者祝い事業 各家庭もしくは入所施設 未定 八王子市 事業参加者

108
9/16（月・

祝）
稲城市民フェスタ 読売ジャイアンツ球場 10：00～15：00 稲城市 来場者

109
9/16（月・

祝）
令和元年度調布市敬老会 グリーンホール　大ホール

10：00～10：30
13：45～14：15

調布市 来場者

110 9/16（月） 区民文化祭　前夜祭 板橋区立文化会館 13：00～14：30 板橋区 来場者

111 9/19（木）
児童・生徒登校支援フォーラム
～不登校への適切な対応に向けて～

国立オリンピック記念青少年総
合センター

13：30～16：30
東京都教育
庁

来場者

112 9/19（木） 救急の日シンポジウム NSビル 13：00～17：00
東京都福祉
保健局

参加者



実施日 イベント名 場所 開催時間 所管団体 配布対象

113 9/20（金）
ラグビーワールドカップ2019日本大会パブリッ
クビューイング事業

中野区役所前広場 18：00～22：00 中野区 イベント参加者

114 9/21（土）
CIFA 2019国際理解講座
中国伝統楽器“二胡”のおはなしと演奏

文化会館たづくり　８階映像シア
ター

16：00～ 調布市
アンケート
回答者

115 9/21（土） 第20回水彩フェスティバル 小名木川（江東区北砂） 10：00～15：00
東京都建設
局

ブース参加者

116 9/22(日)
「青少年のための科学の祭典」東京大会in小金
井

東京学芸大学 10：00～16：30 小金井市 義足体験会参加者

117 9/22（日）
第30回三鷹国際交流フェスティバルにおける東
京2020大会ＰＲブース出展

都立井の頭恩賜公園西園文化
交流広場及び野球場周辺

10：00～15：30 三鷹市 ＰＲブース来場者

118 9/25（水） 非行に関する民間支援団体向け研修会
国立オリンピック青少年記念総
合センター

13：00～16：30
東京都都民
安全推進本
部

研修参加者

119 9/25（水） 秋の交通安全街頭キャンペーン 調布駅前広場 10：00～11：00 調布市 交通安全体験者

120 9/26（木） ゼロから学ぶ、介護のしごと入門研修 子安市民センター 未定 八王子市 受講生

121 9/28（土） ボッチャ体験教室
くにたち市民総合体育館
（国立市富士見台2-48-1)

9：30～11：30 国立市 参加者

122
9/28（土）－
9/29（日)

南大沢総合センターまつり
南大沢駅周辺
中郷公園
南大沢総合センター

9/28　9：00～17：00
9/29　9：00～15：00

八王子市
アンケート
回答者

123 9/29（日） 令和元年度四季のウォーク「Ⅰ」 四谷界隈 9：00～12：00 羽村市 参加者

124 9/29（日) 練馬薪能 石神井松の風文化公園
16：15～イベント終了ま
で

練馬区 ブース来訪者

125 9/29（日） ラジオ体操指導者養成講座 泉市民体育館 11：00～11：30 立川市 参加者

126 9/29 (日) 葛飾区総合防災訓練 葛飾区役所本庁舎及び周辺 9：00～12：00 葛飾区 訓練参加者


