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うらべ

　このイベントは、東京 2020 大会の期間に小平を盛り上げ、地元で楽しめるようにと、市からの声かけで
3 年前に集まった市民で立ち上げた「東京 2020 オリンピック・パラリンピック小平市民プロジェクト」の
集大成として企画されました。私はアートディレクターとして関わって欲しいということで途中から参加し、
みんなを取りまとめている代表の由井敬さんからの強いプッシュにより、実行委員長になりました。プロジェ
クトは、「スポーツ」「文化・芸術」「環境」の３つを柱に、ダイバーシティ＆インクルージョン ( 多様性と包摂 )
をコンセプトに掲げ、未来をつくる子どもたちの記憶に残る、誰もが楽しめるものをめざしています。
　プロジェクトのメンバーは、それぞれ普段は違う NPO などの活動母体に参加しています。得意なことや興
味も異なる人たちがその垣根を超えてひとつになって進めているところが、とてもいいなと思いました。こ
れも多様性と包摂です。
　内容はバラエティーに富み、子どもから大人まで楽しめると思います。大ホールでのショーでは、地域ゆ
かりの歌から世界の音楽まで奏でる幅広い出演者が揃っています。また、パラ競技であるボッチャ、江戸時
代から続く操り人形の一糸座ワークショップ、懐かしの割り箸鉄砲などの昔遊びの体験会もあります。展示は、
オリパラの歴史や子どもたちの一押しの競技の絵の他、地域の昔の生活風景を描いた荒畑忠弘さんの鮮やか
で楽しい絵や、スポゴミの報告、自然の中でのいのちの循環を伝える展示など、盛りだくさんです。あすぴ
あ主催の連携企画「共に生きる社会」についてみんなで考え話す場もオンラインで開催され、充実した内容
となっていますので、ぜひ、足をお運びください。コロナに負けず、楽しい夏にしましょう！

スポーツ＆カルチャーフェスティバル実行委員長
棚橋早苗（デザイナー・武蔵野美術大学非常勤講師）

　パラリンピック開催期間に合わせて、各障害者
団体と市民活動団体による交流サロンを開きま
す。障害者の特性を理解し、障害者と共に活動で
きる市民活動のあり方について語り合い、障害の
ある人も、ない人も尊重し、支え合う共生社会の
実現について考えましょう。

　レセプション
ホールをメイン
会場に、社協ボ
ランティアセン
ター、あすぴあ
会議室を結ん
で、パ ラ リ ン
ピックの意義と
価値、障害者団

村上 茉愛 選手 (日体ク )
　　　　　　　　　　　　　　 …体操女子
小平三小出身で実家は小平です。
2016 年リオデジャネイロオリン
ピックでは団体総合 4 位でした。今
回は団体、個人でもメダルが期待さ
れています。あのチャーミングな笑
顔を見たいものです。

競技日程：（有明体操競技場）
予　選　  ７/25(日 ) 10:00 - 22:00
団体決勝   7/27(火 ) 19:45 - 22:00
個人総合決勝     7/29(木 ) 19:50 - 22:00
種目別       8/1(日 ) 17:00 - 20:10

小田倉 真 選手 (三井住友海上 )
　　　　　　　　…男子トライアスロン
小平市在住、本紙 7 号でインタ
ビューしました。その後、オリンピッ
ク代表に決まり、市民プロジェクト
一同大いに喜び合いました。真夏の
過酷なレースを制してほしいです。

競技日程：（お台場海浜公園）
       7/26(月 )   6:30 - 9:00
混合リレー  7/31(土 )   7:30 - 9:25

小平ゆかりのオリンピック代表選手を応援しよう！
▲ デザイン：棚橋早苗

▲ 壁画制作中の棚橋委員長

◀このタペストリーを
　目印にルネこだいら
　各会場へお越しください。

8/26（木）～ 9/5（日）
in ルネこだいら

7/24（土）～ 8/8（日）
                   7/26（月）、27（火）は休館

前 

期
後 

期

小平
でただ一人の
金メダリスト、
吉田昌子さんが
登場します！

３選手とも
がんばれー
小平から
エールを！

9/5
(日)

関連イベント　13:30～15:30　レセプションホール
オンライン会議「共に生きる社会」
～ 障害のある人もない人も尊重し、支え合う社会 ～
  　　 主催：小平市民活動支援センターあすぴあ

卜部 蘭 選手（積水化学）
　　　　　　　　　  …陸上女子1500ｍ
白梅学園高校出身、高校総体、国体
の 800ｍ1500m で活躍。その後東
京学芸大学へ。2019 年の日本選手
権では 800ｍ、1500m の 2 種目で
優勝。今回、日本女子選手初の
1500m オリンピック出場となり、
白梅学園の先生方も後輩たちも大喜
びです。

競技日程：（オリンピックスタジアム）
予　選          8/2(月 )  9:00-11:55
準決勝          8/4(水 ) 18:30-22:00
決　勝        8/6(金 ) 19:50-22:55

【新型コロナ感染予防対策にご協力のお願い】
スポーツ＆カルチャーフェスティバルにご来場の皆さまにマスク着用、検温、手指消毒をお願
いしています。
展示室では三密回避のため、入場制限をする場合もあります。
大ホールイベントでは５００人の定員になりましたら、入場をお断りいたしますのでご了承く

スポカルフェスの最新情報はこちらから▶

体や障害者と共に活動している団体などについて
オンラインで話し合います。ゲストスピーカーと
して当フェスティバルの実行委員長、棚橋早苗さ
んも参加します。

参加者20名（団体、個人）
・ゲストスピーカーと同じ場所　募集人数：10名
・参加者の自宅　募集人数：10名
　※Zoomを活用した連携

■市報こだいら8/5号、チラシでも案内します。
■問合せ　小平市民活動支援センターあすぴあ
　TEL：042-348-2104　
　e-mail：info＠kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp  ｌぽ

▲「東京2020と市民活動」開催(2019/7/21）



すべて
参加無料

大ホールパフォーマンスショー展示室
10:00～17:00
＊ご自由にお越しください

展示・体験イベント・パフォーマンスショーなどが盛りだくさん！
■オリンピック・パラリンピックを知って東京2020大会を10倍楽しもう
　期間：7/24(土 )～8/8(日 )（7/26、27と8/2、3は休み）・8/26(木 )～9/5(日 )
　　　「オリンピック・パラリンピックはいつから始まった　
　　　の？」「東京 2020 大会の競技はいくつあるの？」そ
　　　んな疑問にこたえてくれるパネルがズラリと並びます。
　　　ここに来れば君もオリンピック博士に？
　　　夏休みの自由研究にもどうぞ！
　　　①東京2020大会をあらゆる角度からとらえたパネル
　　　②オリ・パラとかかわりある小平の人々や場所
　　　③オリンピックの歴史　④パラリンピックの歴史
　　　⑤「わたしのイチオシ競技」小学生の作画展

■美しい故郷、地球を未来につなぐために　
　期間：7/24(土 )～8/1(日 )
　　　SDGs17の目標・世界平和を願うピース折り鶴・スポーツ
　　　ごみ拾いイベント報告・プラスチックゴミのゆくえなど。
　　　いきもののつながり
　　　①フクロウがはこんできたもの
　　　②タヌキのフンといのちのつながり
　　　③玉川上水いきもののつながり映像上映

■絵でみる小平の生活風土
　期間：8/4(水 )～8/8(日 )
　　　昭和の風景やくらしを描いた荒畑忠弘さんの絵の数々。
　　　色鮮やかな懐かしい情景にほのぼのとします。
　　　親子で楽しんでください。

展 示

体 験
■昔遊び (小学生向け)　…展示室　
　　　８/２(月 )・8/28(土 )　いずれも13:30～16:00
　　　各回30名　（要申込み  市報こだいら7/5号で参加者募集）
　　　昔の遊びを作ってあそんでみよう
　　　…割りばし鉄砲・プラトンボ・ぶんぶんごま

■ボッチャ体験会　…レセプションホール　
　　　7/29(木 )　10:00～12:00・13:00～15:00
　　　9/3(金 )      13:00～15:00・15:00～17:00
　　　各回24名　申込みはQRコードから▶
　　　障がいの有無にかかわらず、誰もが楽しめるパラリン
　　　ピック競技の「ボッチャ」をやってみませんか！

■糸あやつり人形・一糸座ワークショップ
　　…レセプションホール
　　　9/4(土 ) 　10:00~12:00に３回実施
　　　各回４～５名　要申込み（市報こだいら8/5
　　　号で参加者募集）プロによる糸あやつり人形
　　　の動かし方。江戸時代から続く日本の伝統芸
　　　能にチョット触れてみませんか！

【午前の部】　10:00～12:00（開場９:15）
　①石原昇一郎＆たまがわ三味線
　　三味線で奏でる世界の民謡、三味線を身近に
　　感じてください。

　②大久保かおり〈バンドネオン〉
　　アコーディオンの一種であるバンドネオンで、
　　タンゴの調べをお楽しみください。

　③Wayra〈フォルクローレ〉
　　ボリビア出身のデュオ、アンデスの民俗音楽で
　　南米の風を感じてください。

　④ジロー今村〈魂の肉体表現者〉
　　コミカルアクロバットパフォーマー、地元小平
　　でも全国各地でも大人気のジローさんの登場です。

【午後の部】　14:00～16:00（開場13:15）
　①The Kodaira Jazz Association
　　プロ・アマ問わずジャズを愛する奏者が集まり、
　　小平の至る所でコンサートを開催。ジャズ仲間を
　　増やしています。

　②田中 麻里〈アイリッシュ・ハープ〉
　　コンサート活動、教室主宰、ソロCD発売など
　　多方面でアイリッシュ・ハープの魅力を伝えて
　　います。

　③地域宣伝隊コダレンジャー
　　今年で10周年。小平が誇るご当地ヒーロー、
　　丸ポストレッド、グリーンロードグリーン、
　　ブルーベリーパープルを応援しましょう。

　④みんなでおどろう！東京五輪音頭-2020-
　　踊って、見て、太鼓のリズムを感じて…
　　それぞれの楽しみ方で参加しよう。
　　ステージから振り付けをレクチャーします。

【午前の部】　10:00～12:00（開場９:15）
　①Big市川＆B３〈バンド〉
　　ご存じ小平の歌う公務員、Big市川が率いる
　　スーパー小平応援バンド。ご当地への応援歌で
　　盛り上がろう！

　②石原昇一郎＆たまがわ三味線
　　今回は三味線で日本のおなじみの民謡や唱歌を
　　演奏します。津軽じょんがら節もお楽しみに。

　③FaiRy〈ダンス〉
　　障がいのあるなしに関わらず、ダンス・歌・
　　トーク・演奏などで笑顔と元気を届ける
　　エンターテイメントチームです。　

　④ジロー今村〈魂の肉体表現者〉
　　さぁ、今回はどんなアクロバットが飛び出す
　　でしょう？　愛～夢～魂　語るより感じろ！！
【午後の部】　14:00～16:00（開場13:15）
　①三ツ矢 竹輝〈アコースティックギター弾き語り〉
　　小平を愛するシンガーソングライター。小平の
　　名所に関する歌を作詞・作曲。地域の人々との
　　つながりを大切に活躍中。

　②森 梓紗〈箏〉
　　生田流筝曲、地唄三味線演奏家。古典から現代曲
　　までさまざまな角度から箏の魅力を感じてくださ
　　い。東京藝術大学箏曲研究分野修士課程に在籍中。

　③地域宣伝隊コダレンジャー
　　小平市の平和を乱すやつは許さない！どんな敵に
　　も立ち向かうぞ！3人の活躍を応援しよう。

　④みんなでおどろう！東京五輪音頭-2020-
　　体をゆらすだけでも、心の中で踊っても。お互い
　　を感じ、認め合いながら、それぞれの楽しみ方で
　　参加してください。ステージから振り付けをレク
　　チャーします。

小平にゆかりあるミュージシャン、パフォーマーが大ホールに集結します。さまざまな楽器の音色や
パフォーマンスを楽しんでください。ちびっ子に大人気のコダレンジャーもやってくるよ！

（当日受付：午前・午後入れ替え制…大ホールロビー入口にて先着順に座席券をお渡します。定員各回500名）

子どももおとなもトライしよう！

▲玉川上水に棲むタヌキ

つながろう！小平から世界へ

7/24
(土)

《世界の音楽》 8/29
(日)

《日本の音楽～
  小平で生まれた歌も》　

▲石原 昇一郎

▲大久保 かおり

▲Wayra

▲ジロー今村

▲田中 麻里

▲地域宣伝隊コダレンジャー

▲東京五輪音頭 -2020-

▲The Kodaira Jazz Association

▲Big 市川＆B3

▲石原 昇一郎

▲FaiRy

▲ジロー今村

▲森 梓紗

▲地域宣伝隊コダレンジャー

▲東京五輪音頭 -2020-

▲三ツ矢 竹輝


