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橋 本  聖 子
 

2018 年に始まった「ホストタウンサミット」も、今年で 4回目となりました。

昨年の「ホストタウンサミット 2020」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、やむなく中止となり、

代替策としてWebサイトでの開催となりました。新型コロナウイルスの流行はその後も拡大を続け、

残念ながら東京大会も延期となりました。

昨年、東京大会が開催されていれば、ホストタウンも晴れて大会の本番を迎え、

日本全国であたたかい交流が行われ、数多くのストーリーが紡ぎ出されるはずでした。

しかしながら、この新型コロナウイルス感染症の流行を受け、

どのようにホストタウンの交流を進めていけばよいのか、

まさに試行錯誤の連続でした。この困難な中にあっても、ホストタウンの皆様は、

できることを着実に進めてこられました。

直接会うことが出来なければ、オンラインで選手と会おう、新型コロナウイルスによって

苦しんでいる相手国・地域の方々に励ましのメッセージを届けよう、相手国・地域のおいしい料理を、

自分たちのアイディアを加えて発展させて、選手に食べてもらおうなど、様々なユニークな試みが行われました。

最初は代替策に過ぎなかったオンライン交流でしたが、

海外の選手と直接つながる喜びを体験する子どもたちの様子を拝見し、

その可能性の大きさを実感しました。これは、大会後にもレガシーとして残っていく交流の大きな柱になると思います。

「ホストタウンサミット 2021」は、完全オンラインで開催されます。

これも初の試みになります。新型コロナウイルスによる様々な制約の下、

たくましく、また、より緊密に相手国・地域との交流を図ってきた

ホストタウンの皆様の取組をぜひご覧ください。

今年の夏、いよいよ東京大会が開催されます。ホストタウン交流を成功させ、

「日本にホストタウンあり」ということを世界の皆さんに大いに知ってもらいましょう。

ご 挨 拶

ー 2 ー

東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
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会期　

会場
　主催

　

アクセス方法

開 催 概 要

バーチャル会場全体 CG 概観図

ホストタウンサミット（バーチャル会場）へのアクセスには、
参加者お一人様ごとに「参加登録」が必要です。下記URLからご登録ください。

東武トップツアーズ株式会社　官公庁事業部　（内閣官房受託事業者）
〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 16F   

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/hts2021/

2021年2月20日（土）～ 21日（日）

バーチャル会場
内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局

ホストタウンサミットコールセンター（2/20、2/21のみ）
TEL： 03-6279-1317（受付時間　8:30～19:00）
※前日までの連絡先、03-5348-3500 は繋がりませんのでご注意ください。

２月８日（月）12時（正午）から　※予定

【アクセス方法（参加登録）に関するお問い合わせ】
TEL： 03-5348-3500（受付時間　平日 10:00 ～ 18:00 / 土日祝日は定休日）

E-mail: HTsummit@tobutoptours.co.jp   

【ホストタウンサミット開催日当日のトラブルについてのご連絡はこちらへ】
ホストタウンサミット当日は、コールセンターを開設致します。

バーチャル会場に入れない、申込（登録）サイトの ID、パスワードを忘れてしまった等
当日何かありましたら、下記コールセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ



  海外会場
 ・ドイツ
 ・アメリカ
 ・トリニダード・トバゴ
 ・ニュージーランド
 ・オーストリア

 サテライト会場
 ・さいたま市庁舎
 ・イオンモール釧路昭和
 ・鶴岡市小真木原総合体育館

武蔵野大学
有明キャンパス3号館

ホストタウン連携
プロジェクト

・国別取組み事例展示ブース
・ニュージーランドモデルルーム

世界のおもてなし
料理プロジェクト

・各チームが企画した料理などの展示

インフォメーション
・操作ガイド・会場案内・プレゼント企画

ホストタウンサミットイメージ

・各自治体取組み成果報告・自治体ポスター投票

ホストタウン
成果報告会復興ありがとう

ホストタウン
共生社会
ホストタウン

ホストタウンサミット
ポスターコンテスト

海外モデルルーム メイン会場

ホストタウン活動報告ホール ライブ配信ホール

・各ホストタウン会場や
  サテライト会場からの中継
・座談会 /音楽ライブ

ライブ配信
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バーチャル会場

※新型コロナウイルスの感染拡大等の影響により、
出演者は当日変更になる場合があります。

 ホストタウン会場
・21会場

中継



バーチャル会場からアクセスいただけるアンケート・クイズに回答すると、世界 5大陸の国・地域を相手とするホストタウンの
オリジナルグッズが抽選で当たります！クイズに回答いただくためのヒントは、バーチャル会場内に展示されていますので、
是非「ホストタウン 2021」をお楽しみいただきつつ、ホストタウン特別グッズをGET してください！

プレゼント企画

上記写真は過去の作品です。実際の応募作品とは異なります。上記写真は過去の作品です。実際の応募作品とは異なります。

同じくバーチャル会場からアクセスいただける「キーワードを探そう！」にご参加いただくと、正解者にホストタウンオリジナル
壁紙が当たります！バーチャル会場の各エリアに 6文字のキーワードが隠されています。
鍵マークのあるホストタウンロゴをクリックすると、1文字現れますので、
是非 6文字全て揃えてみてください！
キーワードは全部で 6文字！ヒントは「"第 2" の故郷」です！

キーワードを探そう！

おススメの楽しみ方

ホストタウンサミット
ポスターコンテスト

アフリカ賞
けん玉（長井市）

ヨーロッパ賞
ROSECAMP2019 写真集（村山市）

アメリカ賞
世田谷区ホストタウングッズ

アジア賞
ヨルダン×能代市コラボバンダナ

オセアニア賞
厚木市オリジナル HT グッズ
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アンケート&クイズ
“ホストタウンサミット2021 特別企画 ホストタウン特別グッズを当てよう！！”

ホストタウンが、これまでの経緯、コロナ禍での交流の様子及び東京大会後も関係を繋げていくことへの
想いを込めたポスターを作成しました。バーチャル会場では、皆さまの投票による

ポスターコンテストを開催しています！素敵な取り組みが多い中で、
お気に入りの作品へぜひ投票をお願い致します。

VOTE

S D????



各ホストタウンが相手国・地域との歴史・気候・風土・社会・
文化の違いを踏まえた「食によるおもてなし」のあり方を探求し、
食を通じて選手等に日本の食の素晴らしさを実感いただけるように
すること、ひいては地元住民が改めて地域の食の価値を発見できる
ようにするプロジェクトです。是非ご覧ください！！

インフォメーション
バーチャル会場の総合受付です。
操作方法や、今配信しているライブ番組の紹介、
バーチャル会場のおすすめの楽しみ方を教えてくれます。
バーチャル会場にお越しいただきましたら、
まずはお立ち寄りください！

同じ相手国を受け入れるホストタウン同士が連携し、
それぞれの相手国や自治体の特色を活かした様々な取り組みを
紹介しています！今回は、アメリカ・ドイツ・ニュージーランド・
フランス・ブルガリアの 5チームの展示がされている他、
ニュージーランドはバーチャル空間を活用した新しい
展示方法にも挑戦しています。是非ご覧ください！

ホストタウン連携プロジェクト

ライブ配信
武蔵野大学中継スタジオで実施される基調講演やトークセッション
のライブ配信、ホストタウン自治体の紹介動画やウェビナーなど、
様々な番組をご覧いただけます。また、日本と海外の複数会場で
連携して実施されるボッチャボールを活用したオンライン交流や、
音楽交流イベントもリアルタイムで配信しますので、
是非お楽しみください！

世界のおもてなし料理プロジェクト

会場MAP 
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メイン会場 /Main Hall

海外モデルルーム / Collaboration Project Exhibition

ライブ配信ホール / Live Streaming Hall
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日本各地のホストタウンと相手国・地域が、東京大会に向け、そして、東京
大会後も続く末永い交流を行うことを目的に、対象自治体にてさまざまな
事業を実施いたしました。共生社会実現に向けた取組み、被災３県の復興
状況を世界へ発信するための取組み、「ホストタウン」の取組みを日本の
みならず世界中に発信する取組みなど対象自治体で創意工夫を凝らして
事業を企画し取り組んでまいりました。その成果を皆様にご報告します！

ホストタウンサミット ポスターコンテスト

ホストタウン成果報告会

ホストタウン自治体が、これまでの経緯、コロナ禍での交流
の様子及び東京大会後も関係を繋げていくことへの想いを込めた
ポスターを作成しました。バーチャル会場では、皆さまの投票による
ポスターコンテストを開催しています！東京大会本番を直前に控え、
コロナ禍における創意工夫を凝らした交流の様子を
お楽しみいただくとともに、ぜひ投票をお願い致します。

共生社会のうちユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフリー
の取組が特に先導的・先進的と認められた「先導的共生社会ホストタウン」
の取組概要を展示します。今年 1月にオンラインで開催した、
「共生社会ホストタウンサミット in 多摩川」で発表された、5自治体
（福島市、世田谷区、川崎市、宇部市、飯塚市）の動画もご覧いただけます。

共生社会ホストタウン

岩手県・宮城県・福島県の「復興ありがとうホストタウン」
32自治体が相手国・地域から受けた支援の概要をまとめた
ポスターや、今年 1月にオンラインで開催した
「復興ありがとうホストタウンサミット in 仙台」の
ダイジェスト映像等をご覧いただけます。

復興ありがとうホストタウン



上原 大祐 
Daisuke Uehara
パラリンピアン（アイスホッケー）銀メダリスト

元パラアイスホッケー日本代表選手。2006 年トリノパラリンピック、2010 年バンクーバー
パラリンピック、2018 年平昌パラリンピックに出場し、バンクーバーパラリンピックでは銀メダルを
獲得した。引退後NPO法人D-SHiPS32 を設立。NEC東京オリンピックパラリンピック推進本部にて、
「楽しみながら障がいを攻略する」をモットーに、日々、講演会やパラスポーツ体験会や大会を開催している。
NPO法人D-SHiPS32 理事長、株式会社DALA　代表取締役社長、一般社団法人障害攻略課　代表理事、
NEC　東京オリンピック・パラリンピック推進本部　障がい攻略エキスパート

1986 年 7 月 16 日生まれ。東京都大田区生まれ。9歳の時に原因不明で下半身不随になり 
車イスでの生活へ。高校卒業後はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに留学。
2012 年、南カリフォルニア大学映画学部卒業後は日本へ帰国し、FOX ネットワークスにて 
映像エディターとして働く 。かねてから感じていた、障害者として生きづらい日本の社会環境に
疑問を感じ、海外で吸収した心のバリアフリーを日本（日本人）に伝え、 誰もが暮らしやすい
社会作りに貢献したいと決意し、2018 年に車イスインフルエンサーに転身。
現在は YouTube やテレビ出演、講演活動等を通し、様々な分野で日本（人）を
バリアフリー化するための活動に取り組む。

中嶋 涼子  
Ryoko Nakajima
車椅子インフルエンサー 

ライブ配信ホール 番組パーソナリティーのご紹介
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09:00-09:02
09:02-10:32
10:36-10:51
10:53-10:58
11:00-11:45
11:49-12:04
12:06-12:24
12:26-13:26
13:30-13:45
13:47-13:52
13:53-14:38
14:40-15:00
15:04-15:19
15:19-15:34
15:36-15:46
15:49-16:04
16:08-17:38
17:42-17:57
17:59-18:29
18:29-18:34
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2月20日（土）

10:00-10:06
10:06-10:21
10:25-10:40
10:42-11:00
11:02-11:47
11:51-12:06
12:08-12:28
12:32-13:02
13:06-13:21
13:23-13:33
13:35-13:50
13:54-14:24
14:28-14:43
14:45-15:05
15:09-15:39
15:43-15:58
16:02-16:32
16:36-16:51
16:53-17:23
17:25-18:25
18:25-18:30

2月21日（日）

LIVE

LIVE

トークセッション 教育 スポーツ
様々なホストタウンの活動 関連企業文化食

time

オープニング
米国ホストタウン　オンラインシンポジウム
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑦
ホストタウン中継⑬
“The  MATSURI  by Yosakoi ＆ Steelpan ～中土佐町×トリニダード・トバゴによる踊りと音楽の競演～ 
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑧
ホストタウン中継⑭⑮⑯
ホストタウンサミットウェビナー ～We Are All, One World: Host Town Initiative for Tokyo 2020 ～
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑨
山口県民パラスポーツ大会から中継
ニュージーランドでつながる！ホストタウン連携プロジェクト ＜動画視聴・意見交換会＞
ホストタウン中継⑰⑱⑲
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑩
「企業から見たホストタウン交流の魅力」座談会
ホストタウン中継⑳㉑
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑪
ドイツ　ホストタウンオンライン交流事業 「高校生がドイツの事例から考えるスポーツを通じた共生社会・地域活性化への提言」
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑫
ホストタウンアワード
クロージング

オープニング
オープニングトーク
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表①
ホストタウン中継①②③
サテライト会場　アスリート” EATalk”
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表②
ホストタウン中継④⑤⑥
共生社会ホストタウン
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表③
NHK「世界を応援しよう！」
ホストタウン中継⑦⑧
ブルガリアでつながる！ホストタウン連携プロジェクト ＜ご当地マルテニツァを作って、ブルガリアに送ろう！＞
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表④
ホストタウン中継⑨⑩⑪⑫
復興ありがとうホストタウン
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑤
オランダ横連携 eスポーツ交流
世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表⑥
オーストリアにお届けすっぺ！ 3自治体が連携した創作料理
オンライン de ボッチャ ～ボッチャボールを活用したオンライン交流～
クロージング



ー 10 ー

オープニングトーク
ホストタウンサミットの開幕に当たり、
橋本大臣、上原氏、中嶋氏の３名が、
ホストタウンについて語ります。

出 演 者

出 演 者

出 演 者

出 演 者

橋本 聖子
東京オリンピック・
パラリンピック担当大臣

上原 大祐
パラリンピアン（アイスホッケー）
銀メダリスト

中嶋 涼子
車いすインフルエンサー

A

日本が生んだ大会史上初の取組となる「ホストタウン」。
東京大会に参加する国・地域を、日本の自治体がサポートし、
交流する取り組みです。このWebinar ではホストタウンでの
交流経験がある相手国関係者、アスリート、自治体の皆様が
登場し、この取組の幅広さ、奥深さといった魅力を伝えます。

橋本 聖子   東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
ジョセフ・M・ヤング  駐日米国臨時代理大使
リック・アダムス  米国オリンピック・パラリンピック委員会   スポーツパフォーマンスおよび国内競技連盟統括責任者
米国を相手とするホストタウン自治体

米国ホストタウンが連携して、応援リレー動画や
モザイクアート、国歌斉唱動画などのコンテンツを作成し、
米国の選手や関係者も参加予定のオンラインシンポジウムで
披露します。シンポジウムではゲストによる
基調講演やホストタウンの学生によるスピーチも予定しており、
シンポジウム開催により米国ホストタウンと米国との
絆を深めていきます！

米国ホストタウン　オンラインシンポジウム L
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ホストタウンサミットウェビナー ～We Are All, One World: Host Town Initiative for Tokyo 2020～ N

ニュージーランドでつながる！
ホストタウン連携プロジェクト＜動画視聴・意見交換会＞

ニュージーランドのホストタウンが一丸となって作成した
マオリ族の伝統曲「Tutira Mai Nga Iwi」の
リレーソング動画を上映し、動画に込めた想いや、
東京大会本番の取組、さらに、2021年を越えた交流について、
ニュージーランドと中継し意見交換会を行います。
ホストタウンやニュージーランドの方々の熱い
思いをお聞きください！

ニュージーランドのホストタウン自治体
ニュージーランドにお住まいのゆかりの方 （々予定）

P

中嶋 涼子　車いすインフルエンサー

橋本 聖子　東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
鈴木 俊一　前東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
タチヤナ・マクファーデン氏　米国パラリンピアン　
スコット・ファーディ氏　ラグビーオーストラリア元代表
勝野 美江　内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局企画・推進統括官



北海道釧路市　山形県鶴岡市　埼玉県さいたま市　
クリストフ・ヘラー氏　ボッチャ　BC4クラス　ドイツ代表監督
ボリス・ニコライ氏　ボッチャ　BC4クラス　ドイツ代表  
バスティアン・ケラー氏　ボッチャ　BC4クラス　ドイツ代表

オンライン de ボッチャ～ボッチャボールを活用したオンライン交流～
ホストタウンサミット・サテライト会場
（釧路市・鶴岡市・さいたま市）をオンラインで繋ぎ、
ホストタウン初の試みとなる
「ボッチャボールを活用したオンライン交流」を行います！
オンラインで取り組める「新たな交流の形」の一つとして、
みなさまのホストタウンでも取り組まれてみては
いかがでしょうか？是非ご覧ください！

K

オランダのホストタウンを結び e-Sports 交流を行います！
e-Sports は誰でもどこからでも参加できる交流として、
このコロナ禍でも行える交流の一つとなっています。
e-Sports のオリンピック競技で各自治体が対戦し、
エール交換も交えながら、交流する様子を配信します！

オランダ横連携    e スポーツ交流 I

福島県郡山市  埼玉県さいたま市   埼玉県三芳町  東京都西東京市　在日オランダ王国大使館

山口県民パラスポーツ大会の様子を現地からご紹介します！

上原 大祐  パラリンピアン（アイスホッケー）

山口県民パラスポーツ大会から中継 O

ドイツ　ホストタウンオンライン交流事業
「高校生がドイツの事例から考えるスポーツを通じた共生社会・地域活性化への提言」 R

ドイツを相手国としたホストタウンの、
それぞれの地元高校生が参加したオンライン事業を
実施しました。慶應義塾大学法学部の三瓶教授指導のもと、
アスリートやドイツ在住関係者へのインタビュー等を
通じて高校生が考えた「スポーツを通じた共生社会・
地域活性化の在り方」について発表を行います！
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出 演 者

出 演 者

出 演 者

出 演 者

※新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の影響で当該イベントが中止になった場合、中継が中止になる場合があります。

橋本 聖子　東京オリンピック・パラリンピック担当大臣　　
駐日ドイツ連邦共和国大使 （閣下）イナ・レーペル
ドイツ連邦共和国大使館　広報文化専門官　ホーボルト・幸夫
山形県鶴岡市 山形県東根市 岡山県真庭市 長崎県島原市 宮崎県延岡市
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2020 年 10 月に、共生社会ホストタウンで
オンラインミーティングを開催しました。
①ユニバーサルデザインの街づくり、② 心のバリアフリー、
③ パラスポーツの普及、④ with コロナ・after コロナ時代に
おける新しい交流のあり方、というテーマ設定で
開催しましたが、その中からリレー形式で
自治体が取組を発表予定です。

共生社会ホストタウン E

台湾を相手とする 4つの「復興ありがとうホスト
タウン」が、今年 2月上旬、台湾現地でのポップ
カルチャーイベント「台北國際動漫節」に出展。
リモート出演したステージの様子や、
今後に向けた想いなどを担当者に伺います！

復興ありがとうホストタウン H

ホストタウン中継
全国のホストタウンを結び、それぞれの取組などを、1自治体
5～ 10 分ずつご紹介いただきます！中高生をはじめとする
市民や、自治体担当者から、それぞれの自治体の特徴ある活動を
発表いただきます。自治体ごとの様々な分野の取組に
も注目しながらお楽しみください！

D

S

上原 大祐　パラリンピアン（アイスホッケー）     中嶋 涼子　車いすインフルエンサー

ホストタウンアワード
ホストタウン推進に様々な分野で活躍した
自治体や担当者を表彰する
「ホストタウンアワード」を開催します。

ー 12 ー

2月 20 日（土）
10:42（5 分）  ①静岡県静岡市
10:47（8 分）  ②茨城県常陸大宮市
10:55（5 分）  ③茨城県笠間市
12:08（10 分） ④新潟県長岡市
12:18（5 分）  ⑤山形県村山市
12:23（5 分）  ⑥神奈川県横浜市
13:35（10 分）⑦群馬県甘楽町
13:45（5 分）  ⑧福岡県築上町
14:45（5 分）  ⑨宮城県加美町
14:50（5 分）  ⑩岩手県釡石市
14:55（5 分）  ⑪福島県楢葉町
15:00（5 分）  ⑫宮城県岩沼市

2月 21 日（日）
10:53（5 分）  ⑬岐阜県中津川市
12:06（5 分）  ⑭秋田県能代市
12:11（8 分）  ⑮下妻市（笠間市 /守谷市 /神栖市）
12:19（5 分）  ⑯福島県郡山市
14:40（5 分）  ⑰鹿児島県鹿屋市
14:45（10 分）⑱福井県福井市
14:55（5 分）  ⑲愛知県豊田市
15:36（5 分）  ⑳埼玉県富士見市
15:41（5 分）  ㉑岩手県盛岡市

神奈川県横浜市  兵庫県明石市  福岡県田川市

岩手県大槌町　岩手県野田村　福島県南相馬市　福島県北塩原村

出 演 者

出 演 者

平田 竹男  内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局長

出 演 者
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サテライト会場　アスリート”EATalk”
ホストタウンサミット・サテライト会場
（釧路市・さいたま市）からアスリートをお招きし、
橋本大臣と「食」をテーマにした
トークセッションを行います！アスリートにとっての
「食」の重要性や、「世界のおもてなし料理プロジェクト」で
制作したレシピを通じた交流の
可能性など、アスリートの目線で
語っていただきます！

橋本 聖子   東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
蝦名 大也　釧路市長
清水 勇人　さいたま市長
上原 大祐   パラリンピアン（アイスホッケー）
岡崎 朋美　オリンピアン（スピードスケート）
鈴木 靖     オリンピアン（スピードスケート）  
ヨーコ・ゼッターランド  オリンピアン（バレーボール）

C

オーストリアを相手国とする３ホストタウン
（矢巾町、長井市、那須塩原市）が各ホストタウン
の特産品を利用して、オーストリア料理からヒント
を得た創作料理を開発しました。地元の高校生や
飲食店関係者と連携した完成度の高いメニューを
お披露目！オーストリア現地シェフも招待した
オンライン試食会にお邪魔します。

クラウス・プランク氏  オーストリア・インスブルック　レストラン　ヴァイセス・レッスル（白馬亭）オーナー兼シェフ
岩手県矢巾町　山形県長井市　栃木県那須塩原市

オーストリアにお届けすっぺ！3自治体が連携した創作料理 J

世界のおもてなし料理プロジェクトオンライン発表
全国のホストタウンの中から 12チームが参加し、
各チームの地元から中継。相手国・地域食文化などについて
も学んだ上で、選手等に提供するおもてなし料理を
各チームが考案。地元産のGAP食材等を使用し、
研修などを通じてブラッシュアップしたレシピの調理又は
盛り付けの実演やプロジェクトの成果を発表。
各チームのパフォーマンスに注目！

B
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※GAP（Good Agricultural Practice）とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理のことを指します。

※新型コロナウイルスの感染拡大にともない緊急事態宣言が延長された場合、出演者が変更になる場合があります。

出 演 者

出 演 者

①10:25~10:40　村山市ブルガリア丸ごとプロジェクト（山形県村山市）
②11:51~12:06　福島県立岩瀬農業高等学校×郡山市（福島県郡山市）
③13:06~13:21　おもてなし料理でモナコと津山の縁を結び隊（岡山県津山市）
④14:28~14:43　足立のおいしい給食（東京都足立区）
⑤15:43~15:58　チームかのや（鹿児島県鹿屋市）
⑥16:36~16:51　宮城県農業高校農業経営者クラブ×名取市（宮城県名取市）

⑦10:36~10:51　徳島からうまいんジョージア！（徳島県）
⑧11:49~12:04　茨城食でベルギーを全力でもてなし隊（茨城県）
⑨13:30~13:45　Me gusta Yamaguchi（山口県・山口市）
⑩15:04~15:19　田村市ネパールおもてなし研究会（福島県田村市）
⑪15:49~16:04　ルーマニアホストタウンムサシノ（東京都武蔵野市）
⑫17:42~17:57　オランダおもてなし隊（岐阜県チーム）（岐阜県・各務原市）

2月 20 日（土）

2月 21 日（日）
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日本放送協会（NHK)

NHK「世界を応援しよう！」

世界各地の言語で応援を伝える取り組みの
紹介と、ホストタウン機運醸成、相手国・
地域の選手の応援につながる活用術をお
伝えします。

F

Q「企業から見たホストタウン交流の魅力」座談会
食、音楽、教育など多様な分野における国際交流、共生社会への取組、復興の支援など
多岐にわたるホストタウンの活動について、民間企業の支援をご紹介します。

ブルガリアでつながる！ホストタウン連携プロジェクト
＜ご当地マルテニツァを作って、ブルガリアに送ろう！＞

ブルガリアを相手国とする 6ホストタウンの魅力が
詰まった「ご当地マルテニツァ（ブルガリアの
伝統的なお守り飾り。親しい人同士で交換をするという
風習がある）」を作成し、ブルガリアの皆さんの健康と幸運、
そして東京大会の時にまた元気に出会えるように
祈りを込めて贈呈します！

G

The MATSURI by Yosakoi ＆ Steelpan
～中土佐町×トリニダード・トバゴによる踊りと音楽の競演～ 

高知県発祥の「よさこい」とトリニダード・トバゴ発祥の
「スティールパン」とのオンラインによる競演。同国の
スティールバンドの来日交流をきっかけに生まれた
中土佐町のスティールバンド等が中心となり、
1万 4千キロ離れた両国を音楽と踊りで結びます。
当日は、障害福祉施設の方も参加。
新たな挑戦の素晴らしさを発信し、
取組の輪を広げます！
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トリニダード・トバゴ国立大学スティールバンド「UTT  PAN  PHOENIX」
中土佐町
中土佐町スティールバンド「Oh!No!!Me!!!」 
中土佐よさこいダンサーズ
大野見源流子ども太鼓

出 演 者

カリナ・ダミアノヴァ　駐日ブルガリア臨時代理大使
山形県村山市　茨城県桜川市　千葉県市川市　神奈川県横浜市　岡山県岡山市　福岡県宗像市

出 演 者
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ホストタウンサミット関連情報のご案内

Light Up Host Town HP
世界中が新型コロナウイルスの影響を受けるなか、ホストタウンの交流の様子を国内外に

発信することにより人々を勇気づけ、結びつけることを目指し、内閣官房オリンピック・パラリンピック

推進本部事務局はホストタウン専用サイト「世界はもっとひとつになれる　Light up HOST TOWN Project」

を開設しました。全国のホストタウンの魅力的な取組をぜひご覧ください！

（URL）https://host-town.jp/

Host Town Walker
ホストタウン事業や各自治体の取組の紹介を紹介する

「ホストタウン Walker」の Vol.1 が 2021 年 1 月に発行されました。

Vol.1 では、そもそもホストタウンとは何か？やホストタウンの楽しみ方について紹介し、

加えて埼玉県富士見市 × セルビア、

秋田県能代市 × ヨルダンの交流の様子を取り上げています。

下記リンクから電子書籍ビューワーでご覧いただけますので、ぜひご一読ください。

（URL）https://epub-tw.com/49883/



主催：内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局


