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控えた2019（令和元）年11月23日、
英国文化の体験や英国人との交流
を通じて英国への関心を持ってもら
い、英国代表チームの応援に向けた
機運を醸成することを目的に、高津
市民館にて「GOGB英国フェスティバ
ル ～英国をもっと好きになろう！～」
を開催した。当日はオリンピアン、
パラリンピアンによるトークショー
をはじめ、英国ゆかりの音楽や文化
の体験や英国応援コーナーを設ける

事前キャンプに向けた機運醸成にかかる
さまざまなイベントの実施

運醸成の取組にも力を入れ、展開を
図ってきた。ここでは、2021（令和
3）年の事前キャンプ受入れまでの間
に、オリンピック・パラリンピック推
進室が主催した主な機運醸成イベン
トやパネル出展などを通じて周知・
広報の取組について概要を紹介す
る。
①GOGBフェスティバル
　～英国をもっと好きになろう！～
　東京2020大会開催を約半年後に

英国を知って 
応援してもらうために

　川崎市では、2012年のロンドン大
会の開催国であり、社会変革に向け
さまざまな先進的な取組を行ってい
る英国の代表チームを受け入れるに
あたり、受入れ目的や概要を広く市
民の皆さんに知っていただくため、
BOAと契約を締結した2017（平成
29）年3月以降、広報や英国応援の機

など、多く方々に来場いただき、英
国に親しんでもらった。当日は「か
わさきパラムーブメント」の理念浸
透及び機運醸成を目的とした「かわ
パラ2019 in 溝の口」も同時に開催
した。
②機運醸成に向けた巡回写真展
　2019（令和元）年11月に開催した

「GOGB英国フェスティバル ～英国
をもっと好きになろう～」の際に制
作した英国代表選手及び英国ゆかり
の文化・風景の写真パネルを活用し、
さらなる英国代表チームの応援機運
を醸成することを目的に、市内7区を
巡回する写真展を2020（令和2）年1
月から3月まで実施した。
③「かわさき子ども元気
　プロジェクト」での英国PRブース
　2021（令和3）年3月、令和2年度の
修学旅行が中止となってしまった小
学6年生を対象に、コロナ禍におい
て子どもたちが抱えている「漠然と
した不安感」を軽減し、子どもたちが

「元気になる」「目標となる」「楽しみ
にできる」ことを目的に、小学校最後
の思い出づくりがよみうりランドで
開催された。オリンピック・パラリン
ピック推進室でも、英国事前キャン
プ及び「かわさきパラムーブメント」
に関するPRブースを出展し、児童に
記念撮影を楽しんでもらったり、ユ
ニオンジャックに英国応援メッセー
ジの寄せ書きしてもらうなどした。
　なお、この寄せ書きされたユニ
オンジャックは、事前キャンプ時に
等々力陸上競技場内のフィジオルー
ムに掲示され、選手に無言の熱い
エールを送った。事前キャンプ終了
後には、BPAスタッフにより英国に
記念に持ち帰られた。
④英国関連写真展
　「あなたが見つけた英国」
　いよいよ英国代表チームを受け入
れる2021（令和3）年には、コロナ禍
でも市民の皆さんに英国をより身近

【実施概要】
●日程　2019（令和元）年11月23日
●内容
①トークショー
　�朝原宣治氏（北京オリンピック　男子4×100ｍリレー銀メダル）
　多川友希氏（リオデジャネイロパラリンピック　男子4×100ｍリレー銅メダル）
②英国ゆかりのコンサート
　東京交響楽団アンサンブルコンサート、英国音楽史レクチャーコンサート
③英国文化体験
　�アイシングクッキーづくり、紅茶教室、英国関連映画上映、英国の生活を知る市民講座
④英国代表応援コーナー
　�応援メッセージフラッグ、応援フラッグワークショップ、英国代表チーム紹介パネル
⑤川崎市英国事前キャンプPR大使「きかんしゃトーマスとなかまたち」コーナー
　トーマスNゲージ、トーマスのなかまたちとの写真撮影、駅長制服体験
⑥その他
　�オリンピック・パラリンピック競技体験（卓球・ボッチャ）、クイズラリー
●主催　川崎市
●協力　株式会社クオカード、株式会社バンダイナムコアミューズメント、株式会社明治

【実施日程（2020（令和2）年】
●川崎区　1月18日～1月26日　アトレ川崎4階�コモレビテラス
●幸　区　1月27日～1月31日　幸区役所1階ロビー
●中原区　2月10日～2月25日　中原市民館1階ロビー
●高津区　1月31日～2月10日　高津区役所1階ロビー
●宮前区　3月� 9日～3月23日　宮前区役所2階ロビー
●多摩区　3月23日～3月31日　多摩区役所1階ロビー
●麻生区　2月25日～3月� 6日　麻生区役所2階ロビー

【実施概要】
●日程　2021（令和3）年3月9日～3月11日
●場所　よみうりランド
●対象　川崎市立小学校6年生　12,134人
●内容
�①フォトスポットの設置
②英国代表チームへの応援メッセージ
　寄せ書き
③事前キャンプに関するパネル展示
④グッズの配布
　（ブース来訪者）缶バッジ
　（全児童）下敷き

▶イベント実施概要

  GOGBフェスティバル～英国をもっと好きになろう！～

  巡回写真展

   「かわさき子ども元気プロジェクト」英国PRブース

展示の様子

アイシングクッキーづくり

朝原宣治氏によるトークショー

溝の口駅前ペデストリアンデッキでの広報 顔はめパネル

応援フラッグワークショップ

東京交響楽団アンサンブルコンサート 特大のユニオンジャックにたくさんの応援メッセージが寄せられた

大人気のきかんしゃトーマス
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に感じてもらい、応援機運を高める
ことを目的に、「あなたが見つけた英
国」をテーマにした写真の巡回展示
を6月から8月末まで市内７区で行っ
た。前もって写真をエピソード付き
で募集し、パネルにして展示を行っ
たもので、写真の募集テーマは、「あ
なたが見つけた英国」。募集は、①英
国で撮影した風景等（応募者が実際
に英国で撮影した観光名所や風景、
まちなみ等）、②川崎市で見つけた英

開催会場を有する「開催都市」では
ないため、大会関連イベントを実施
することはできず、川崎市が英国ホ
ストタウンであることや東京2020
大会時に等々力陸上競技場にて英国
代表チームを受入れることなどを市
民の皆さまへ知っていただくには独
自の広報活動が必要となった。その
ため、オリンピック・パラリンピッ
ク推進室が主催するイベント以外
にも、川崎市や関連団体が主催する
スポーツを中心としたイベントに
積極的にブースを出展した。2017

（平成29）年度から2020（令和2）年
度にかけ30近くのイベントに出展
し、応援メッセージの募集やグッズ
の配布、アンケート調査などを実施
した。2018（平成30）年度は約2,300
通、2019（令和元）年度は約1,200通
のアンケートを回収し、英国ホスト
タウンについて聞いたことのある人
は2018（平成30）年度の約20%から
2019（令和元）年度には約44％割に
倍増するなど、周知や機運醸成に向
け一定の効果を得られたと考えてい
る。

国（市内で見つけることのできる英
国に似た風景や英国風の店、英国風
の食事、文化等）で過去2年以内に撮
影したものとし、応募いただいた91
枚の写真のうち49枚の写真を展示し
た。

市主催・関連イベントへの 
英国応援ブース出展

　東京都や横浜市と異なり、川崎市
はオリンピック・パラリンピックの

【実施日程（2020（令和2）年】
●高津区　6月14日～6月27日　高津市民館ロビー
●幸　区　6月� 8日～7月� 2日　幸区役所展示コーナー
●麻生区　7月13日～7月20日　麻生区役所ロビー
●川崎区　7月21日～7月28日　川崎駅東口地下連絡通路広報コーナー
●多摩区　7月29日～8月11日　多摩区役所1階アトリウム
●宮前区　8月12日～8月18日　宮前区役所市民ホール
●中原区　8月19日～8月31日　中原市民館1階廊下正面

  英国関連写真展「あなたが見つけた英国」

2017（平成29）年 8月20日 かわさきPARAフェス2017夏�Powered�by�PARA☆DO! ラゾーナ川崎プラザ

2018（平成30）年 3月18日 多摩川リバーサイド駅伝�in�川崎 古市場陸上競技場

4月1日 富士通フェスティバル�春まつり�川崎�2018 富士通�川崎工場

8月25日 かわパラ2018�Powered�by�PARA☆DO! ラゾーナ川崎プラザ

10月7日 第46回幸区リレーカーニバル 市立塚越中学校

10月14日 第36回あさお区民まつり 麻生区役所前広場

10月20日 幸区民祭スポセン祭り 幸スポーツセンター

10月21日 第40回なかはら“ゆめ”区民祭 等々力緑地

11月2日〜4日 第41回かわさき市民祭り 富士見公園一帯

11月18日 2018川崎国際多摩川マラソン 古市場陸上競技場

12月16日 市内トップスポーツ団体によるスポーツ体験会 フロンタウンさぎぬま

2019（平成31）年 1月26日 川崎市消防音楽隊定期演奏会 カルッツかわさき

2月2日 ごえん楽市
（かわさきボランティア・市民活動フェア）

かわさき市民活動センター
中原市民館

2月16日 スポーツインクルージョン縁日 高津スポーツセンター

3月3日 かってにおもてなし大作戦�溝の口会場 JR武蔵溝ノ口駅南北自由通路

3月10日 多摩区スポーツフェスタ 多摩スポーツセンタ－

3月16日 富士通スタジアム��川崎スポーツフェスタ2019 富士通スタジアム川崎

3月17日 第24回川崎市青少年フェスティバル 川崎市とどろきアリーナ

2019（令和元）年 8月25日 かわパラ2019��1年前だよ！パラ夏まつり ラゾーナ川崎プラザ

9月28日〜29日、10月5日〜6日 花展2019 川崎アゼリア��サンライト広場

11月2日〜4日 第42回かわさき市民まつり 富士見公園一帯

11月10日 大山街道カレーフェスタ
～大山みちまちウィークエンド～ 溝口緑地

11月17日 第4回�『川崎北部』食の祭典�in�生田緑地 生田緑地中央広場

2020（令和2）年 新型コロナウイルス感染症によりイベント出展なし

2021（令和3）年 5月17日〜5月21日 生田緑地ばら苑における英国応援ブース 生田緑地ばら苑内
イングリッシュ・ローズコーナー

▶英国応援にかかる機運醸成のための出展イベント一覧

英国にまつわるエピソードも添えて展示された

【実施概要】
●日程　2021（令和3）年5月17日～5月21日　　●場所　生田緑地ばら苑内イングリッシュ・ローズコーナー
●内容
①英国関連フォトスポット
②英国文化・事前キャンプ
　紹介コーナー
③英国ゆかりの音楽の放送
④グッズの配布（缶バッジ）

▶英国応援ブース出展

  生田緑地ばら苑における英国応援ブース

フォトスポットビックパネル
多摩川リバーサイド駅伝でのブース出展（2018年3月） 花展2019は「GOGB～ようこそ英国チーム～」をテーマに開催（2019年9月・10月）
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学校給食で使用したランチョンマット

川崎フロンターレとの連携

えば、市立小学校の給食での「英国
チーム応援献立」の提供に際しては、
トーマスをあしらった特製ランチョ
ンマットを全校に配布して、多くの
児童・生徒に英国文化に親しんでも
らったり、英国応援イベントでの
トーマスとの記念撮影を通じて、多
くの親子連れに川崎市と英国のつな
がりを知ってもらったりするなど、
これまで届きにくかった世代にも英
国事前キャンプについて関心を持っ
ていただけるようになった。
　さらに、2020（令和2）年3月から
は、川崎市内を南北に走るJR南武線
に、トーマスのヘッドマークを搭載
し、車体側面には英国応援の装飾を
した車両編成が登場し、2021（令和
3）年9月までの1年半に渡り、英国応
援メッセージを掲げて市内を走行す
るなど、市内のいたるところでPR大
使の活躍を目にすることができた。
この他にも、市の取組がきっかけと
なって、川崎フロンターレがトーマ
スとコラボしたトレーニング用ウェ
アを作成するなどのスピンアウト企
画も生まれた。川崎市で活動する機
会のある人であれば、知らず知らず
のうちに一度は誰もが知る「トーマ
ス」というPR大使を通じて、川崎市
での英国代表チームの応援につなが
る活動に参加いただいたのではない
だろうか。

事前キャンプPR大使を活用した
機運醸成

たデザインと、パーシー、トーマス、
ジェームスのキャラクターと川崎市
のブランドメッセージの3色（赤・緑・
青）とのコラボレーションデザイン
の2種類のPRデザインを新たに制作
した。チラシ、ポスター、ステッカー、
のぼり旗などの広報ツールにこの
PRデザインを活用し、新たに若い世
代をターゲットに英国代表チームの
キャンプ情報やイベント情報などを
発信して応援機運の醸成につなげる
取組がスタートした。なお、この取
組は東京大会延期により当初の期間
を1年間延期し、2021（令和3）年9月
末日をもって終了した。
　「きかんしゃトーマスとなかまた
ち」は大変人気が高く、英国応援機運
を促すPR大使として大活躍した。例

「きかんしゃトーマスと 
なかまたち」が 
事前キャンプの広報で大活躍！

　より多くの方々に英国代表チーム
のことを知り、応援してもらいたい
との思いから、2019（平成31）年3月
に、「きかんしゃトーマスとなかま
たち」のキャラクター、「トーマス」、

「ジェームス」、「パーシー」が、川崎
市での英国事前キャンプ受入れに向
けたPR大使に就任することとなっ
た。本取組は、マスターライセンス
を保有する株式会社ソニー・クリエ
イティブプロダクツの御協力のも
と実現したもので、行政とは初のコ
ラボレーションでもある。人気の高
いトーマスキャラクターを使用し

▶「きかんしゃトーマスとなかまたち」について（当時のプレスリリースの抜粋）

英国応援イベントでのトーマスの活躍

不動の人気を誇るトーマス
左からパーシー、トーマス、ジェームスの

3キャラクター

▶「きかんしゃトーマスとなかまたち」を使って新たに制作したデザイン

　2020（令和2）年のトレーニング
マッチ（練習試合）で着用するユ
ニフォームとして、英国代表チー
ムの応援機運醸成に向けて、英国
からインスピレーションを受け
たチェック柄、右袖には「きかん
しゃトーマスとなかまたち」が配
置されたデザインが採用された。



46 47

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会  英国代表チーム事前キャンプ受入れ全記録

3）年度までの期間に制作、展開した
主なものを紹介する。

機運醸成に向けた
PRグッズやチラシの制作

しゃトーマスとなかまたち」やGOGB 
2020ロゴを活用して、PRグッズや
チラシ・ポスター等の制作を行った。
2017（平成29）年度から2021（令和

　川崎市が英国のホストタウンであ
ることの周知や英国代表チームへ
の応援機運を醸成するために、川崎
市英国事前キャンプPR大使「きかん

▶ポスター・チラシ等

▶PRグッズ

●サンバイザー

●チラシ（2019年制作）

●チラシ（2020年制作）

●チラシ
　（2021年制作）
　延期を受け
　文言等を修正

●ポスター（2019年制作）　B3サイズ

●ポスター（2019年制作）
　B2サイズ

●ポスター（2020年制作）�
　B2サイズ/延期を受け文言等を修正

●ポスター（2021年制作）�
　B2サイズ/延期日程の確定により新しいデザイン制作

●ランチョンマット（2019年制作）
　学校給食の際に使用

●ぬりえチラシ（2019年制作）●チラシ（2021年制作）
　延期を受け文言等を修正

●スウィングバナー
　区役所等の公共施設や
　イベントでの掲出

●手旗

●ステッカー

●缶バッチ

●ピンバッチ
●ふせん

●クリアファイル ●下敷き

●のぼり
　区役所等の公共施設
　やイベントでの掲出

●4色ボールペン

●ポケットティッシュ
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となった際は、掲示期間及び内容を
修正し、市民への周知を図った。

公共施設や公共交通機関での
広報・広告の展開

（令和元）年から公共施設や公共交
通機関での広報・広告を開始した。
2020（令和2）年に東京大会が延期と
なり事前キャンプ受入れ時期が変更

　川崎市では、多くの市民に川崎市
が英国代表チームの事前キャンプ地
であることを周知し、英国代表チー
ムの応援機運を醸成するため、2019

▶グッズ・のぼり等を活用したイベントの様子

第36回あさお区民祭り（2018年10月）

第42回かわさき市民まつり（2019年11月）

スポーツインクルージョン縁日（2019年2月）

2018川崎国際多摩川マラソン（2018年11月）

大山街道カレーフェスタ（2019年11月）

かわパラ2019（2019年8月）

▶公共施設での広告　2019（令和元）年、2020（令和2）年

▶鉄道・駅での広告　2020（令和2）年、2021（令和3）年

【①等々力野球場改修工事仮囲い装飾】
当時改修工事中であった等々力硬式野球場（現在の等々力
球場）の仮囲い2か所（等々力陸上競技場入場ゲート側、等々
力緑地正門広場側）に装飾
●実施期間
　2019�（令和元）年7月24日～2020（令和2）年5月17日

【③JR武蔵溝ノ口駅前キラリデッキイルミネーション】
高津区の冬の風物詩であるJR武蔵溝ノ口駅前キラリデッキ
イルミネーションにて、イルミネーションによる広報を実施
●実施期間
　2019（令和元）年11月15日～2020年1月13日

2020（令和2）年
【①トレインチャンネル】
JR南武線全編成のモニター（1編成につき48面）で15秒のスポットCMを放映
●実施期間　2020（令和2）年3月2日～3月29日

▶︎ ▶︎ ▶︎

【②アゼリア地下広報コーナーでの展示】
川崎駅直結の商業施設アゼリア川崎の地下広報コーナーにて、パネル
や写真、グッズ等を展示
●実施期間　
　2019（令和元）年8月2日～16日、2020（令和2）年8月7日～9月4日



50 51

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会  英国代表チーム事前キャンプ受入れ全記録

JR武蔵小杉駅

川崎市バス

東急バス

川崎鶴見臨港バス

▶バスでの広告　2020（令和2）年

【①車内ポスター掲出】
川崎市バス、川崎鶴見臨港バス、東急バス、小田急バスの
車内でB3サイズのポスターを掲出
●川崎市バス　全営業所309台（全車両）
　2020（令和2）年3月3日～3月30日
●川崎鶴見臨港バス
　神明町営業所・塩浜営業所・浜川崎営業所254台（全車両）
　2020（令和2）年3月4日～3月31日
●東急バス
　高津営業所・虹ヶ丘営業所・東山田営業所290台（全車両）
　2020（令和2）年3月4日～3月31日
●小田急バス　登戸営業所・町田営業所176台（全車両）
　2020（令和2）年3月4日～3月31日

JR武蔵小杉駅

2021（令和3）年
【①車内ポスター掲出】
JR南武線及び鶴見線の全編成（1両につき1枚、1編
成＝6両）のまど上にB3サイズのポスターを掲出
●実施期間　2021（令和3）年7月12日～9月5日

【②市内主要駅貼りポスター】
市内全駅（一部を除く）の構内にB1
サイズのポスターを各1枚ずつ「英
国代表チーム川崎キャンプ推進協
議会」の協力を得て掲出
●実施期間
　2021（令和3）年7月6日～9月5日

【②車体側面ラッピング広告】
川崎市バス、川崎鶴見臨港バスの車体側面に広告を掲出
●川崎市バス　上平間営業所管内15台
　2020（令和2）年3月1日～3月31日
●川崎鶴見臨港バス　神明町営業所管内30台
　2020（令和2）年3月1日～3月31日

【②車内中づりポスター】
JR南武線及び鶴見線の全編成（1両につき1枚、1編成＝
6両）にB3サイズのポスターを掲出
●実施期間　2020（令和2）年3月2日～3月29日

【④ヘッドマーク】
JR南武線の先頭車両及び最後尾車両に設置
●サイズ　直径66cm
●実施期間
　2020（令和2）年3月20日～2021（令和3）年9月
●編成数　1編成

【⑤側面装飾】
JR南武線の各車両の左右2ヶ所ずつ、1編成（6両）につき
24ヶ所に装飾を施す
●サイズ　縦85.5cm、横66cm
●実施期間　2020（令和2）年3月20日～2021（令和3）年9月
●編成数　3編成（うち1編成にヘッドマークを設置）

※�東京2020大会延期後は、受入れ期間（2020年7月
～9月）を修正し、装飾を継続

【③市内主要駅貼りポスター】
市内の主要駅構内にB1サイズのポ
スターを各1枚ずつ掲出
●実施期間
　2020（令和2）年3月2日～3月29日
●実施場所
　JR川崎駅、京急川崎駅、
　東急武蔵小杉駅、
　小田急登戸駅・新百合ヶ丘駅

●実施期間
　2020（令和2）年3月3日～3月30日
●実施場所
　JR武蔵小杉駅、JR武蔵溝ノ口駅
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なる4月14日に公開した。

川崎市の取組が 
ホスタウンアワードで 

「優良情報発信賞 大賞」を受賞

　「カワサキテディ＆ローズ」と、
「英国応援動画～Message for GB 
teams」による本市の機運醸成の取
組は、2021（令和3）年2月に開催さ
れた「ホストタウンサミット2021」

（内閣官房東京オリンピック・パラリ
ンピック推進本部主催）で、「ホスト
タウンアワード優良情報発信賞 大
賞」を受賞した。
　「優良情報発信賞」とは、ホストタ
ウン自治体が、ホストタウンの取組
を地元住民や相手国・地域に広く発
信するため創意工夫を凝らして行っ
た広報に対して贈られるもので、他
都市にない本市のユニークな取組が
評価されたものである。
　川崎市では、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けながらも、さま
ざまなアイデアと実行力によって英
国応援の機運を盛り上げた。こうし
たコロナ禍での工夫を凝らしたおも
てなしのあり方は、事前キャンプ本
番でも継承されていった。

大会延期後の広報活動

ガーデンの主役でもある「バラ」を添
えて、自宅や店舗の外から見える窓
辺に飾ることで、英国代表チームを
迎えるまちの雰囲気を演出しようと
いう取組だ。同時にSNSでの発信も
セットにすることで、遠く離れた英
国選手たちにエールを送り続けた。
　多摩区にある生田緑地のばら苑
に、特大のテディベアが登場した
ことを皮切りに、かわさきスポーツ
パートナーや川崎市茶華道協会、川
崎市フラワーデザイン協会、緑の
ボランティアなど、さまざまな団体
にも参加協力を依頼し、結果として
100を超える写真がSNS上にアップ
された。
②ボランティア、川崎市関係者、
　子どもたちから
　英国に応援メッセージを届ける
　川崎市で事前キャンプを行う英国
代表チームにエールを送るため、3
本の応援メッセージ動画（英国応援
動画～Message for GB teams）を
制作した。1本目を2021（令和3）年1
月19日に、2、3本目は、東京2020オ
リンピック競技大会開会100日前と

切れ目のない 
英国応援の取組

　東京2020大会の1年の延期を受
け、川崎市では、事前キャンプ受入
れのスケジュールの再調整と安全・
安心な事前キャンプ開催に向けた準
備を進めるかたわら、引き続き市民
への機運醸成を図るために、コロナ
禍でもできる新たな取組を始めた。
①ぬいぐるみとバラを飾って
　ニューノーマルな英国応援を
　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、世界中でロックダウン

（都市封鎖）が実施されるなか、英国
をはじめニュージーランドやオース
トラリアなどの国々で流行した「テ
ディベア・ハント」（自宅の窓辺にテ
ディベアを飾り、道行く人の目を楽
しませる遊び）にインスピレーショ
ンを得て、川崎市では2020（令和2）
年11月に、“ニューノーマルなおもて
なし” となる「カワサキテディ＆ロー
ズ」をスタートさせた。
　これは、家にある「ぬいぐるみ」に、
イングランドの国花であり、英国風

▶活動概要

●参加方法
ぬいぐるみとバラを飾った写真をSNSで
ハッシュタグ�＃kawasaki_teddy_roseと�
＃gogo2020�をつけて投稿

【第1弾「We will make Kawasaki your home」（川崎を英国のホームにします）】
川崎市の事前キャンプボランティア「英国代表チーム川崎キャンプサ
ポーター」が登場する、川崎市内の特色ある場所で撮影した約3分の動
画。英国代表チームにとって川崎を「第2の故郷」と感じてもらえるよ
う、英語でのメッセージをリレー形式で繋いでいる。
●撮影場所
　川崎大師平間寺
　多摩川見晴らし公園
　等々力陸上競技場
　JR川崎駅周辺
　　（川崎駅東口駅前広場、川崎市役所本庁舎建替工事現場）
　生田緑地周辺
　　（日本民家園、岡本太郎美術館、藤子・F・不二雄ミュージアム）

【第2弾「One Team」】
福田紀彦川崎市長と3人の副市長、川崎市議会の山崎直史議長（当時）、
花輪孝一副議長（当時）及び市議会議員、市職員たちが、お揃いのTEAM�
KAWASAKIのユニフォームとマスクを身に着け、「ワンチーム」となって
英国代表チームをサポートしようという意気込みを届ける。

【第3弾 「GOGB with Kawasaki school children」】
川崎市立小学校3校で行われた、英国について学ぶ授業や英国応援の取
組の様子、参加した児童や教員のインタビューをまとめ、子どもたちが
「GO�GB（ゴー・ジー・ビー：がんばれ英国！）」と、英国代表チームにエー
ルを送る。
●撮影場所
　市立西丸子小学校5年生及び教員の皆さん
　市立下作延小学校3年生及び教員の皆さん
　市立下沼部小学校5年生及び教員の皆さん
　　（いずれも2021（令和3）年3月撮影時点）

  カワサキテディ＆ローズ

  英国応援動画～Message for GB teams

川崎フロンターレの協力により
「FRO CAFE」店頭に並ぶテディ
ベア、ふろん太、カブレラ

生田緑地ばら苑に登場した、
英国近衛兵風のテディベア

100を超えるテディベアが
まちやSNS上に登場

受賞を受けた「カワサキテディ＆ローズ」と「英国応援動画～Message for GB teams」 内閣官房から届いたホストタウンアワードの表彰状
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ある等々力陸上競技場や宿泊施設で
の活動に従事。選手が東京2020大
会で最大限のパフォーマンスを発揮
できるよう、オリンピック選手団約
200人、パラリンピック選手団約90
人のサポートや「おもてなし」を精力

事前キャンプ受入れ終了後の
振り返り活動

催）を受賞した。
①英国代表チーム
　川崎キャンプサポーター
　英国代表チームの事前キャンプ
受入れに従事するボランティアとし
て、約2か月に渡り事前キャンプ地で

　等々力陸上競技場での事前キャ
ンプ終了後、川崎市の受入れ活動に
対して、英国代表チームから感謝の
メッセージが届いた。また、本市でも、
広く市民へ受入れ結果を伝えるため
英国代表チームの事前キャンプを振
り返るさまざまな企画を催した。

英国代表チームから 
メッセージが届く

　東京2020大会で川崎市の等々力
陸上競技場で事前キャンプを行った
英国オリンピック・パラリンピック代
表チームから、本市への感謝を綴っ
たメッセージビデオが届いた。選手
たちは、「私たちが試合で活躍できる
のは、みなさんのサポートのおかげ
です」「応援してくれてありがとう」
と、心からの感謝の想いが届いた。

受入れに貢献した団体が 
内閣官房「ホストタウン功労者」 
功労賞を受賞

　2021（令和3）年9月、川崎市内の3
団体が、ホストタウンでの事前キャ
ンプ受入れに大きく貢献した個人・
団体に贈られる「ホストタウン功労
賞」（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が主

的に担った。
②法政大学第二高等学校
　野村先生と陸上部の皆さん
　英国オリンピック陸上競技代表
チームが等々力陸上競技場補助競技
場でトレーニングを行うにあたり、
競技場スタッフと協力して、投てき
用競技機材・用具のセットアップ及
び撤収を行い、縁の下の力持ちとし
て、選手団の練習環境を整えた。

③川崎市立田島支援学校及び
　三陽自動車株式会社
　英国パラリンピック代表チームの
事前キャンプ受入れにあたり、選手
団の移動用車両として、市立田島支
援学校のスクールバス（福祉バス）を
市が貸与し、三陽自動車株式会社が
その運行を担った。約90人のパラ陸
上選手・スタッフの宿泊施設と等々
力陸上競技場との移動をサポート
し、円滑な事前キャンプ運営に大き

を2021（令和4）年1月から3月まで
実施した。コロナ禍により、選手た
ちとの直接的な交流イベントを実施
できなかったことから、本巡回展を
通じて、多くの市民に英国から「過去
最高の事前キャンプ地」と称賛され
た「川崎のおもてなし」の雰囲気を伝
え、東京2020大会の感動の共有や
シビックプライドの醸成につなげる
ことを目的に開催した。大型写真パ

く貢献した。

英国川崎キャンプ記念巡回展 
「KAWASAKI is GREAT」 を 
開催　

　英国代表チームから贈られた記念
品や練習風景の写真パネルなどを市
内の商業施設や7区の公共施設等に
おいて展示する、英国川崎キャンプ
記念巡回展 「KAWASAKI is GREAT」 

英国からの寄贈品を前に
増田校長（中央）、堀田教頭（右）と原オリンピック・
パラリンピック推進室理事・室長（左）

野村先生の指揮の下、補助競技場で投てき用のラインを引く法政二高陸上部の生徒たち

表彰状と英国からの寄贈品を受け取る
三陽自動車株式会社の皆さん

法政二高陸上部顧問の野村先生

●出演者
　トム・ミッチェル�選手
　　ラグビー（男子）�
　　東京2020大会成績：ベスト４　　
　ジル・スコット�選手
　　サッカー（女子）
　　東京2020大会成績：ベスト8　　　　　　
●URL　https://youtu.be/WaYfQL3zTII

●出演者
　アレッド・デイビス選手
　　F63　下肢障害　円盤投　
　　東京2020大会成績：金メダル
　ジョニー・ピーコック選手
　　T64　下肢障害
　　100m、4×100mリレー　
　　東京2020大会成績：銀メダル
　リチャード・ホワイトヘッド選手
　　T61　下肢障害　200m　
　　東京2020大会成績：銀メダル
　ホリー・アーノルド選手　F46　上肢障害　やり投　東京2020大会成績：銅メダル
●URL　https://youtu.be/nsAw8CsTf0I

  英国オリンピック選手からのメッセージ

  英国パラリンピック選手からのメッセージ

▶英国代表チームからメッセージ

サッカー（女子）代表チームのミッドフィルダー
ジル・スコット選手

アレッド・デイビス選手は3大会連続で金メダルを獲得

柵越しに笑顔でおもてなしするサポーターたち 等々力陸上競技場でセットアップを行うスタッフやサポーター

▶英国川崎キャンプ記念巡回展　展示スケジュール（2022（令和4）年）

1月17日〜1月24日
●生田緑地東口ビジターセンター2階　展示スペース
●多摩スポーツセンター2階　ラウンジ

1月25日〜1月30日
●ららテラス�武蔵小杉4階�Top’s�KEY’S�CAFÉ前
●川崎市国際交流センター1階　情報ロビー、ギャラリー

1月31日〜2月 6日
●イオンスタイル新百合ヶ丘2階　通路中央
●麻生スポーツセンター1階　エントランス付近

2月 7日〜2月13日
●ノクティプラザ5階・9階　連絡通路
●高津市民館　談話コーナー

2月15日〜2月20日 ●グランツリー武蔵小杉2階　吹き抜け通路

2月15日〜2月19日 ●かわさき市民活動センター1階　展示スペース

2月22日〜2月26日 ●宮前区役所2階　市民ホール

2月22日〜2月27日 ●有馬・野川生涯学習支援施設アリーノ2階　
　フリースペース

3月 1日〜3月 4日 ●幸区役所１階　外国人市民コーナー

3月 1日〜3月 6日 ●ラゾーナ川崎プラザ4階　中央通路付近

3月 7日〜3月14日 ●カルッツかわさき1階　プレイルーム

3月14日〜3月18日 ●川崎市役所第3庁舎　エントランス付近

3月23日〜3月28日 ●中原図書館5階　市民情報コーナーほか
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ネルによる事前キャンプや大会の様
子の紹介、英国選手のサイン入りユ
ニフォームやシューズ、サイン入り
ボード、その他英国ゆかりのバナー
など装飾品を展示した。

市民ミュージアム仮囲いに 
事前キャンプ受入れの 
風景を掲出 

　川崎市で最終調整のためのトレー
ニングを行った英国代表チームの活
躍を、市民に広く知ってもらうため、
2021（令和3）年12月、キャンプ地で

ムの結果を刻んだ青銅製プレート
（A2サイズ）を事前キャンプ地であっ
た川崎市等々力陸上競技場に設置し
た。

ある等々力陸上競技場がある等々力
緑地内の市民ミュージアムの仮囲い
に、高さ1.9m、幅4.8mの装飾を施
した。事前キャンプでの英国の練習
風景などが掲出され、等々力緑地を
訪れた市民の目を楽しませている。

英国事前キャンプ 
記念プレートを設置 

　2022（令和4）年2月、ホストタウ
ンとして事前キャンプ受入れの記録
を遺すために、事前キャンプの概要
や東京2020大会での英国代表チー

英国選手たちの躍動感あふれる写真の数々（生田緑地東口ビジターセンターにて）

市民ミュージアム仮囲いには、英国オリンピック代表チーム（左）とパラリンピック代表チーム（右）の写真と成績を掲出

通路での展示で、多くの人の目にふれる

事前キャンプ中に使用されたグッズを展示

設置された記念プレート

4
事前キャンプ運営を
支えた人たち

　「これまでで最高だった」と英国選手団が評価した2021年夏の事前キャンプ運営の裏には、多
くの関係者の綿密な事前準備や調整、協力、配慮、そして現場での惜しみないサポートがあった。
川崎市では、「英国代表チーム川崎キャンプサポーター」118名がボランティア活動に従事し、夏
の盛りに文字通り汗を流して等々力陸上競技場や宿泊施設において機材の運搬・設置や通訳・翻
訳、選手団のおもてなしなどを担った。
　ここでは、サポーターや市職員、競技場スタッフが事前キャンプでのサポート活動をそれぞれ
の立場から振り返り、感想や思い出を率直に語る。

Behind the scenes of the summer 2021 preparation camps in Kawasaki—which were praised 
by the GB delegation as ”the best camps ever”—there was precise preparation,  coordination, 
cooperation and generous support offered on-site by many parties involved. The 118 members 
of the GB teams Kawasaki Camps Supporters volunteered to transport and set up equipment, 
translate and interpret, and engage in other omotenashi activities. They worked up a sweat in 
the heat of the midsummer at the Todoroki Athletics Stadium and accommodation.
Here, the parties involved in the camps including supporters, city officials and stadium staff talk 
openly and reflect on their impressions and memories of the time from their own perspectives.

People who supported the running of the preparation camps

等々力陸上競技場でセットアップを行うスタッフやサポーター
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思い出をカタチに残そう！
ふたたび集うサポーターの仲間たち

　2022（令和4）年2月20日、「英国代表チーム川

崎キャンプサポーター」による活動体験の振り返

り座談会を行いました。事前キャンプには118名

のサポーターが活動に参加しました。この日は呼

びかけに応じてくださった12名に選手団との交

流やおもてなしについて話をうかがいました。

※お名前の後の（　）内はボランティアの参加経験です。

●活動を振り返って

タカちゃん　私は等々
力での活動は1回。あ
とはずっとホテル
での活動でした。
ホテルには英国
選手団だけでな
く大会に出場す
るサッカーの他
国チームの方も
たくさんいました。コロナ禍の状
況下で動線などの制限があり、主
催者が違うため、多少バブルが混
乱していたように思います。その
ためどう貢献するかより、人々の
ソーシャルディスタンスをどう
やって確保するかということで前
半を費やした感じです。陽性の疑
いがある人がでて急遽PCR検査の
追加という事もありました。選手
にも接触できないので、言葉でし
か教えてあげられず、すぐ手伝え
ないもどかしさがありましたし、
欧米では女性の荷物を男が手伝わ
ないなんて考えられないが、接触
を禁止されているので何回も謝り
ながら…。特殊な状況下で選手と
のコミュニケーションがとれない。

非常に苦労しました。
藤本　仕事や子育て
の合間に、パラリン
ピック期間の４日間
だけ参加しました
が、いい経験になり
ました。等々力は、
選手もまばらで、
ホテルほどの大変
さはなかったです。

●選手との交流は？

金野　面と向かってお話すること
はなかったです。また完全に隔離

きに書いてある「必勝」の意味を教
えてあげたら、みんなですごく盛
り上がっていました。
●実際に活動して 
　感じたのは
金野　選手とのコミュニケーショ
ンは少なくて残念でしたが、ボラ
ンティアの方々のものすごいパ

ワーを感じました。み
なさん英国が好きで
英語が堪能。英国に

住んでいた、とい
う方が多く、深い
英国愛とその情
熱に刺激を受け

ました。
池垣　私もすご
く迷って応募し

ましたが、本当にやって良かった
と思っています。
藤本　今回初めて応募して、経験
豊富な方たちが周りにたくさんい
て圧倒されました。応援歌を考え
たり折り紙でこんなのを作ってみ
ようとか。そういう熱意のある方
たちと一緒に従事できて良かった。
タカちゃん　したいと思っていた
ことができない状況下、皆さんパワ
フルに創意工夫されて、いろんなお
もてなしを考えられたというのは、
次の機会にもきっと活かせますね。
とてもいい経験ができたと思いま
す。
池垣　英国とボランティアの間に
入られた川崎市事務局の方たちも
大変だったかと思います。中止か
もしれないなかで、開催できたこ
とに感謝です。

されていて遠くから手を振ること
しかできなかったですね。
池垣　屋外（競技場や駐車場など）
は、密閉されていないのでホテル
より神経質にならずにできました。
タカちゃん　反面、ホテルはすご
く選手との距離感は近かったです。
池垣　選手との交流を期待してい
ましたが、それが全くなくて残念
でした。逆にボランティア同士で
知恵を絞り出すことが楽しくて。
藤本　最終日にちょっとしたプレ
ゼントを渡したら、選手がすぐに
メッセージビデオをインスタグ
ラムにあげてくれて「こんなのも
らって、すごいありがとう」と。そ
れが嬉しかった。

●オリンピックチームと 
　パラリンピックチームの 
　雰囲気は違う？

池垣　違いますね。オリンピック
選手は、他に何も目に入っていな
い感じに集中していま
した。逆にパラリン
ピック選手たちはみ
んな気さくな感じ
で。すごく喜ん
でくださるし、手
を振ったら返し
てくれるし。バス
の運転手さんに
よれば、サッカーチームとかラグ
ビーチームは、バスに乗るとずっ
とホテルまで踊っているらしいで
すが、陸上選手は個人スポーツな
ので、シーンとしているそうです。
タカちゃん　ホテルでもパラの
選手はフレンドリー。私たちも配
慮したお迎えの仕方についてミー
ティングをしていましたが、実際
に選手たちは私たちよりも活動的。
また気さくに接してくれた。鉢巻

交流少なく困難を極めた事前キャンプ
その中でも輝いたボランティアのパワーがすごい！

藤本智子（初めて）
せっかくの日本開催
で何かしたい！仕事
や子育てが忙しい時
期ですががんばって
トライ。

金野英美子（初めて）
住まいが近い事が応募
の理由。勤め先のフ
レックス化を機にチャ
レンジしました。

タカちゃん（2回目）
過去にEU関係でのボ
ランティア。今回は特
殊な状況下ながら勉強
になりました。

池垣恵美子（2回目）
長野五輪で1カ月半の
経験あり。地元川崎で
英国の事前キャンプが
あり応募しました。

振り返り
座談会❶


