
※　事前申し込み、参加費用が必要なものもあります。詳細は、所管団体にお問い合わせください。
※　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
2/28(木)-
3/2(土)

第12回としまMONOづくりメッセ
サンシャインシティ
展示ホールB

10:00～17:00
(最終日のみ16時
まで)

豊島区
アンケート
回答者

2 3/2(土) 国際交流フェスタ シビックセンター 10:00～16:00 文京区 イベント体験者

3 3/2(土)
オリンピック・パラリンピックに向けた
おもてなしコミュニケーション講座

すみだ生涯学習センター 13:30～15:30 墨田区 参加者

4 3/2(土) 日本語スピーチ大会
座・高円寺２
（杉並区高円寺北2-1-2）

13:00～17:00 杉並区 来場者

5 3/2(土)
生涯学習まちづくり出前講座
パラスポーツ「ボッチャ（簡易版）」を体
験してみよう！

加美会館 13:00～14:30 羽村市
出前講座参加者
(対象町内会の地
域住民)

6 3/2(土)
第23回多摩市障がい者ふれあいス
ポーツ大会

多摩市立総合体育館 15:00～16:00 多摩市 ボランティア

7 3/2(土)
安全安心明るいまちづくり運動in立川
（Bリーグにおける暴力団追放イベン
ト）

アリーナ立川立飛 13:00～15:00
東京都青少
年・治安対策
本部

ＰＲコーナー来訪者

8 3/2(土)
コミュニティカレッジ公開講座
町で暮らす・町を楽しむ
～森まゆみさんと語り合う集い～

サンパール荒川 10:00～12:00 荒川区 講座参加者

9 3/3(日) 外国人区民区内施設見学会 中央区観光情報センター等 13:00～13:10 中央区 参加者

10 3/3(日) 大会500日前記念イベント 西新宿小学校 10:00～16:30 新宿区 参加者

11 3/3(日) 区民ボランティア講演会＆登録会
ウェルファーム杉並
（杉並区天沼3-19-16）

13:30～16:30 杉並区 来場者

12 3/3(日) 陽だまりコンサート 稲城市城山文化センター 13:00～15:00 稲城市 来場者

13 3/3(日) 国際交流イベント 公民館緑分館 10:00～12:00 小金井市 参加者

14 3/8(金) 27万人の平和メッセージ展
すみだリバーサイドホール1
階　アトリウム

12:00～1300 墨田区 参加者

15 3/8(金) おうめ健康塾 青梅市立総合病院 14:00～15:00 青梅市 参加者

16
3/8(金)－
3/15(金)

東京２０２０大会巡回パネル展示
ｉｎ　鍋横区民活動センター

鍋横区民活動センター 8:30～17:00 中野区
来所者・アンケート
記入者等

17 3/9(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

18 3/9(土)
第35回　障害者のためのふれあいコ
ンサート

新宿文化センター 13:00～16:00
東京都福祉
保健局

ブース来場者

19 3/9(土)
オリンピック・パラリンピックに向けた
英語講座　中級編

すみだ生涯学習センター 10:00～12:00 墨田区 参加者
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20 3/9(土) 城山公民館落語公演会 稲城市城山文化センター 13:00～16:00 稲城市 来場者

21 3/9(土) 障害者スポーツ体験会 多摩障害者スポーツセンター 11:00～15:30 調布市 体験参加者

22 3/10（日） 狛江市平和記念事業講演会 エコルマホール 13:30～15:30 狛江市 来場者

23 3/10(日) 第37回羽村市駅伝大会 富士見公園 8:30～12:00 羽村市 参加者

24 3/10(日)
オリンピック・パラリンピック関連ブー
ス出展事業　(第37回羽村市駅伝大
会）

富士見公園 8:30～12:00 羽村市
ブース来場者
（競技体験者等）の
み

25 3/10(日) 国際交流イベント 公民館緑分館 10:00～12:00 小金井市 参加者

26 3/10(日) 狛江市パラスポーツ体験イベント えきまえ広場
10:00～14:00
（予定）

狛江市 来場者

27 3/15(金) 平和の都市の楽しい集い 銀座ブロッサム 17:30～18:30 中央区 参加者

28 3/16(土) SPORTS＆SUPPORTSトーク＆ライブ 江東公会堂　大ホール 16:00～18:00 江東区 来場者

29 3/16(土)
オリンピック・パラリンピックに向けた
英語講座　中級編

すみだ生涯学習センター 10:00～12:00 墨田区 参加者

30 3/16(土) メカデザイナーズサミット iプラザ 10:30～ 16:00 稲城市 来場者

31 3/16(土)
第22回地区体育振興会合同
スーパードッジボール大会

稲城中央公園総合体育館 9:00～15:30 稲城市 参加者

32 3/16(土)
第5回　都民を対象としたテーマ別環
境学習講座

西なぎさ（葛西海浜公園）、
葛西臨海水族園

9:30～12:30
東京都環境
局

イベント参加者

33
 3/16(土)-
3/17(日)

東京2020オリンピック500日前トーク
ショー＆特別展

パルテノン多摩小ホール 未定 多摩市 来場者

34
 3/16(土)-
3/17(日)

地域安全点検イベントinV2東村山大
会

東村山スポーツセンター 12:00～18:00
東京都青少
年・治安対策
本部

ＰＲコーナー来訪者

35
 3/16(土)-
3/22(金)

東京２０２０大会巡回パネル展示
In上鷺宮区民活動センター

上鷺宮区民活動センター 8:30～17:00 中野区
来所者・アンケート
記入者等

36 3/17(日)
オリパラ機運醸成事業「あだちスポー
ツチャレンジ」

東和地域体育館 10:30～12:00 足立区 参加者

37 3/17(日) あるくマップウォーキング 稲城市内 9:00～11:00 稲城市 参加者

38 3/17(日)

東京2020オリンピック・パラリンピック
に向けた開催500日前記念イベントin
府中
～Tokyo 2020 500 Days to Go!～

けやき並木通り 11:00～15:00 府中市 イベント来場者

39 3/17(日)
オリンピック・パラリンピック推進事業
500日前イベント

四季の森公園イベントエリア 未定 中野区 参加者

40 3/17(日)
みんなの２０２０絵はがきコンクール
表彰式・展示

四季の森公園イベントエリア 未定 中野区
作品応募者
参加者



41

3/18(月)-
3/22(金)

※21日(木)
は祝日の
ため除く

パラスポーツ報道写真展
＆ボッチャ体験会

杉並区役所1階ロビー
9:00～17:00
※最終日は午後
3時まで

杉並区 来場者

42 3/21(木・祝) 高松誰でもコンサート 立川市高松学習館 13:30～14:00 立川市 参加者

43 3/21(木・祝) ＮＴＴバドミントン交流事業
ＮＴＴ中央研修センター体育
館

検討中 調布市 体験参加者

44 3/21(木・祝)
パラスポーツを見て・知って・体感しよ
うVol.1
[THE REBOUND] MOVIE & TRY

アジュール竹芝 13:30～16:30
東京都職員
共済組合事
務局

参加者

45 3/23(土) 青梅・ドイツサッカー交流事業 明星大学青梅キャンパス 10:00～15:00 青梅市 参加者

46 3/23(土)
オリパラ機運醸成事業「あだちスポー
ツチャレンジ」

中央本町地域体育館 14:00～16:00 足立区 参加者

47 3/23(土) スポーツ指導者連絡協議会
葛飾区奥戸総合スポーツセ
ンター温水プール館
第2会議室

13:00～13:30 葛飾区 参加者

48 3/23(土) 障害者スポーツ指導員連絡協議会
葛飾区奥戸総合スポーツセ
ンター温水プール館
第1会議室

13:00～13:30 葛飾区 参加者

49 3/23(土) ボッチャ体験教室
くにたち市民総合体育館
（国立市）

12:30～14:30 国立市 参加者

50 3/23(土) 平成３０年度　四季のウォーク「Ⅱ」 国立市内（詳細未定） 9:00～12:00 羽村市 参加者

51 3/24(日) アスリートから学ぶLet's Enjoyスポーツ
台東リバーサイドスポーツセ
ンター

12:00～1600 台東区
スタンプラリーカー
ドにスタンプ5個集
めた方

52 3/24(日)
オリパラ機運醸成事業「あだちスポー
ツチャレンジ」

梅田地域体育館 13:30～16:00 足立区 参加者

53 3/24(日)
オリパラ機運醸成事業「あだちスポー
ツチャレンジ」

スイムスポーツセンター 9:45～12:30 足立区 参加者

54 3/24(日) お花見チャレンジウォーク 柴又公園 8:30～9:00 葛飾区 参加者

55 3/24(日) かつしかシティロゲイニング 柴又公園 8:30～9:00 葛飾区 参加者

56 3/26(火）
トップアスリート発掘・育成事業
9期生修了式・10期生認定式

都民ホール 10:00～12:00

東京都オリン
ピック・パラリ
ンピック準備
局

中学生競技者

57 3/27(水) 東京港親子見学会 東京港内
10:00～11:30
13:30～15:00

東京都港湾
局

乗船者

58 3/29(金)
オリンピック・パラリンピック機運醸成
事業講演会「髙木美帆選手をお迎え
して」

くにたち市民芸術小ホール
14:00～15:30
（入場時に配布）

国立市 参加者

59 3/30(土) 音楽鑑賞のつどい 公民館緑分館 13:00～15:00 小金井市 参加者

60 3/30(土)
東京2020オリンピック・パラリンピック
フラッグツアーファイナルイベント
～Tokyo 2020 500 Days to Go!～

東京駅丸の内中央広場 15:00～17:45

東京都オリン
ピック・パラリ
ンピック準備
局

来場者



61 3/31(日) 新川さくら千本まつり 新川さくら館とその周辺 10:00～15:00 江戸川区 アンケート回答者

62 3/31（日） 桜ウォーク2019
北区役所～石神井川沿い～
赤羽スポーツの森公園競技
場

10:00～14:00 北区 参加者

63 3/31（日） 東京2020大会500日前イベント
赤羽スポーツの森公園競技
場

10:00～12:00 北区 参加者

64 3/31(日)
パラスポーツ報道写真展
＆ボッチャ体験会

区立杉並第十小学校校庭 10:00～15:00 杉並区 来場者

65 3/31(日)
練馬区立練馬総合運動場公園
開園記念行事

練馬区立
練馬総合運動場公園

10:00～13:00 練馬区
教室・体験会参加
者


