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夢は必ずかなう！
●目黒区とのゆかり
 　目黒区で生まれ、育ち、自宅と会社も目
黒。20代後半から区内を拠点にこどもや文
化交流に関わり、障害者支援など様々なボラ
ンティア活動をしています。平成25年には
区政功労者表彰も受けました。今年58歳。
私の地元「目黒」、まだまだ活動を続けよう。

　３人のかたには聖火リレーへの意気込みを語っていただきましたが、残念ながら公道での聖火リレーは中止になり、港区のセレブレーション会
場でのトーチキスに参加していただくことになりました。本紙やホームページでは各自の想いや感想をフォローアップしていきたいと思います。

90歳の聖火ランナー
●目黒区とのゆかり
　 　昭和29年より目黒区自由が丘で中華料
理店を始め68年。ここまでやってこられ
たのは、お客様や目黒区の皆様のおかげだ
と感謝しております。感謝の気持ちとこれ
からもよろしくお願いしますという気持ち
で90歳の記念を紡ぎたいと思っています。

この経験を将来への力に！
●目黒区とのゆかり
　 　生まれてからずっと、幼稚園、小・中学
校とも目黒区で育ってきました。中学校の
陸上部とサッカーのクラブチームに所属
し、日々鍛えています。めぐろ区民キャン
パス内のパーシモンホールは、ピアノ発表
会や様々な場面で思い出があります。

東京2020オリンピック 聖火ランナーを紹介します （東京都聖火リレー実行委員会選考）

東京2020オリンピック・東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会開幕！パラリンピック競技大会開幕！

７／23（金・祝）～８／８（日・祝）オリンピック

パラリンピック ８／24（火）～９／５（日）

　東京2020大会では、オリンピック競技が、史上最多の
33競技・339種目を42の競技会場で、パラリンピック競
技は22競技・539種目が21会場で開催されます。

東京2020オリンピック聖火リレーの公道での走行は
出発式・到着地イベントも含め中止出発式・到着地イベントも含め中止 になりました

　新型コロナウイルス感染症の感染状況により７／22（木・祝）に目黒区で予定さ
れていた公道での聖火リレーは中止になりました。なお同日に無観客で港区のセレブ
レーション会場にてトーチキス方式の点火セレモニーに変更されます。

目黒区での聖火リレーに伴う交通規制は無くなります

　インターネットのライブ中継は、NＨＫ
聖火リレーライブストリーミング特設サイ
トでご覧ください。

オリンピック・パラリンピック推進課　☎5722－9361問

　７／２（金）に総合庁舎で、各種スポーツ競技大会（全国大
会・東京都大会）で優秀な成績を収めた１人のかたと３団体を表
彰しました。表彰式は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
たうえで実施しました。 ※集合写真撮影時に限り、一時的にマスクを外しました※集合写真撮影時に限り、一時的にマスクを外しました

おおおおめめめめででででととととうううううごごござざざざいいいまままますすすすす！！！！

スポーツ振興課管理係 ☎5722－9690　 5722－9754問

氏名・団体名（敬称略） 大会名 種　目 成績

太田　裕子
（目黒区卓球連盟所属） 東京卓球優勝大会（種目別） 卓球

女子ローセブンティ 優勝

東京医療保健大学
女子バスケットボール部

第72回 全日本大学
バスケットボール選手権大会

バスケットボール
女子 優勝

氏名・団体名（敬称略） 大会名 種　目 成績

東京都立桜修館中等教育学校
弓道部 令和２年度 東京都秋季大会 弓道近的競技

男子団体の部 優勝

多摩大学目黒中学校
サッカー部

第64回 東京都中学校
サッカー新人大会 サッカー 優勝

 緊急事態宣言期間中の区の対策を盛り込むため、７月17日に延期します。めぐろ区報７月15日号の発行を延期します

月号2021年発行／目黒区　編集／文化・スポーツ部オリンピック・パラリンピック推進課　〒153‒8573　目黒区上目黒2ｰ19ｰ15
☎5722‒9361 FAX 5722‒9754　目黒区ホームページ　https://www.city.meguro.tokyo.jp/
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東京2020
パラリンピックまで

あと 40 日

東京2020
オリンピックまで

あと ８ 日
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種　目 対　象 開催日時 会　場 申込期間

陸上競技 小・中・高・社 9／18（土） 9：00～ 駒沢オリンピック
公園陸上競技場

7／17（土）～
8／12（木）

ハゼ釣り 高・社 8／29（日） 6：00～ 千葉県木更津市
金田漁港周辺

7／15（木）～
8／6（金）

ソフトテニス 高・社 9／12（日） 9：00～ 駒沢オリンピック
公園庭球場

7／22（木・祝）～
8／21（土）

サッカー 小 9／12（日） 8：30～ 砧サッカー場ほか 7／15（木）～
8／20（金）

バレーボール

小 9／20（月・祝）

9：00～

碑文谷体育館 8／15（日）～
9／14（火）

中 9／23（木・祝）
駒場体育館

8／15（日）～
9／14（火）

高男 9／5（日） 8／1（日）～31（火）高女 9／5（日）
家庭婦人 9／19（日）

碑文谷体育館
8／1（日）～31（火）

社女Ⅰ・Ⅱ 10／3（日）
8／29（日）～
9／21（火）社男Ⅰ 10／17（日）

社男Ⅱ 10／24（日） 駒場体育館

テニス

社男Ｓ 9／26（日）

9：00～

碑文谷体育館庭球場

7／27（火）～
8／26（木）10／3（日）

社女Ｓ 10／10（日） 8／12（木）～
9／10（金）

社男女Ｓ決勝 10／17（日）
社男Ｄ 9／12（日） 8／12（木）

社女Ｄ 9／5（日） 駒場体育館庭球場 7／15（木）～
8／5（木）

社男女Ｄ 9／19（日） 碑文谷体育館庭球場 7／20（火）～8／19（木）
フェンシング 小・中・高・社 開催を中止します
注： 小=小学生、中=中学生、高=高校生、社=社会人・大学生（スポーツの学生連盟加入者を除く）、

Ｓ＝シングルス、D=ダブルス

種目・日時・会場など 下表のとお
り　対象　区内在住・在勤・在学
者、ＮＰＯ法人目黒体育協会の加盟
団体に登録・加盟しているかた
費用　個人競技は100円から。団体
競技は１チーム1,000～10,000円。
小・中学生は原則半額。種目により、
実費や保険料が必要な場合あり
申各体育館で配布の申込書（ホーム
ページから印刷可）と参加資格が確

認できるもの（運転免許証・健康保
険証・学生証など、またはそれらの
写し）を、各体育館（申込締切日は
17：00まで）、主管団体指定先、
ＮＰＯ法人目黒体育協会（土・日・
祝日を除く９：00～16：45）へ
※詳細は各大会要項をご覧ください
問ＮＰＯ法人目黒体育協会
☎5722－8088　ふ5734－1032
９：00～16：45（土・日・祝日は除く）

第60回 目黒区体育祭 秋季大会

目黒区のスポーツ施設
地区 体育施設名 所在地 電　話 FAX
北部 駒場体育館・駒場プール 〒153-0041 駒場2-19-39 3485－7761 3485－3926
東部 区民センター体育館・プール 〒153-0063 目黒2-4-36 3711－1139 3711－2594

中央
碑文谷体育館 〒152-0003 碑文谷6-12-43 3760－1941 3760－1943
五本木小学校屋内プール 〒153-0053 五本木2-24-3 3714－8511（ＦＡＸと共用）

南部
中央体育館 〒152-0002 目黒本町5-22-8 3714－9591 3714－9540
碑小学校屋内プール 〒152-0003 碑文谷1-18-14 3793－2606（ＦＡＸと共用）

西部
八雲体育館 〒152-0023 八雲1-1-1

　　　　　 めぐろ区民キャンパス内 5701ー2984 5701ー2985

緑ヶ丘小学校屋内プール 〒152-0034 緑が丘2-13-1 3718－3130 3723－8744
宮前公園庭球場 〒152-0023 八雲3-19-12 3723－3342 　　

その他 砧野球場・砧サッカー場 〒157-0067 世田谷区喜多見1-12-2 3415－2361 3415－7081
※八雲体育館は新型コロナウイルスワクチン接種会場となるため３／22（月）～12／27（月）まで利用できません

記事に特に記載がない場合

① イベント名など
② 郵便番号・住所
③ 氏名（ふりがな）
④ 電話・FAX番号
⑤ 年齢
⑥ 性別

●重複申し込み不可
●費用は無料
●対象者は原則、区内在住・
　在勤・在学者
●1人 1枚 1イベント・講座

〒153-8573
目黒区役所（住所記入不要）
スポーツ振興課◎◎◎◎係
は区のホームページから

申し込み可

申込先に
記載がない場合の宛て先

★ イベントなどは新型コロナウイルス感染症対策のため、中止・変更になる場合があります。

　呼吸法を用いたストレッチ、ヨガ
を用いた体幹トレーニングおよびタ
オルを用いたエクササイズによっ
て、体内から健康的に体質改善を図
ります。
日時　９／６～11／８の（月）全
８回（９／20・10／11を除く）
17：30～18：30　会場　碑文谷
体育館２階談話コーナー
対象　18歳以上　定員　15人（抽
選）　費用　１回500円（保険料な
ど）　講師　ボディメイクインスト

ラクター　ＳＡＯＲＩ氏
持ち物　運動ができる服装（更衣室
あり）、屋内シューズ、フェイスタ
オル、飲み物、ヨガマットまたはバ
スタオル　※新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、当面の間ヨガ
マットの貸出しを中止します
申往復ハガキ・ＦＡＸ（申し込み
記入例①～⑤を記入）で、８／12
（木）（必着）までに碑文谷体育館へ
問碑文谷体育館
☎3760－1941　ふ3760－1943

ＮＰＯ法人スポルテ目黒特別教室 かんたんトータルボディケア

区立小学校のプールを一般開放します

開放校 開放日 利用時間帯
（休憩時間等を含む）最終入場受付時間

緑ヶ丘小学校
小プール

７／24～８／22の
（土）・（日）と
８／９（月・休）

10：00～11：30
14：00～15：30 終了30分前

対象　３歳～小学２年生（区内在
住・在学）　費用　無料
◆オムツの取れていない未就学児は
入場できません　◆未就学児は16
歳以上の付き添いが必要です（付き
添い１人につき未就学児２人まで入
場可）。付き添いのかたも入水して
いただきます　◆「３つの密」を避

けるため、必要に応じて利用人数を
制限する場合がありますのであらか
じめご了承願います
　その他の注意事項については下コ
ードからご確認ください。
問スポーツ振興課管理係
☎5722－9690
ふ5722－9754

ＨＰ ランニングランニング＆＆マラソン教マラソン教室室
　これからランニングを始めるかたや基礎から学びたいかたにおすす　これからランニングを始めるかたや基礎から学びたいかたにおすす
めの、初心者～中級者向けの教室です。めの、初心者～中級者向けの教室です。

９／５・12（日）… 16：00～17：00 屋外（目黒川沿い）
９／18・25（土）……17：00～18：00 屋外（目黒川沿い）

日 時
会 場

区民センター体育館前の「ふれあい橋」集 合

15人定 員16歳以上対 象 2,000円費 用

鈴木隼介氏講　師
運動ができる服装、屋外シューズ、屋内シ
ューズ、ドリンク持ち物

申 ハガキ・ＦＡＸ（申し込み記入例①～⑤、在勤・在
学者は名称・所在地を記入）で、８／16（月）
（必着）までに、区民センター体育館へ
問区民センター体育館　☎3711－1139　ふ3711－2594

募集種目一覧
種　目 募集枠 定　員 参加費 スタート時刻 制限時間
10km 1,500人 7,500円 8：30 １時間20分

2.5km
ミニ
マラソン

親子ペア 100組 4,500円 8：48 約１時間
当日係員の
指示による

小学生
225人

1,500円 8：55
一般（中学生以上） 3,000円 9：02

　第５回目黒シティランは、安全・安心な大会にするため、規模を縮小
して開催します。
　参加資格は区内在住者のみで、募集人数は半減、１㎞ウオーキングも
中止とし、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して行います。また、
オンラインマラソンも開催します。皆様のご理解をお願いいたします。

　第５回目黒シティラン10㎞、2.5㎞ミニマラソンの受け付けを８／
16（月）～29（日）に行います。
　本大会は、区内在住者のみを対象としています（全ての種目に障害の
あるかたも参加できます）。また、協賛企業・団体を募集しています。
　詳細は、本紙８月号または大会ホームページをご覧ください。

大会ホームページ https：//meguro10k.jp/ 検 索目黒シティラン

８／16（月）からエントリー開始

目黒シティラン
～健康マラソン大会～

第
５
回 11／28日
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◆申し込みは、直接各体育館へハガキ・FAXまたは区ホームページにて行ってください
◆教室に関する問い合わせは、直接各体育館へご連絡ください
◆ハガキ・FAXで申し込む場合は、２面のスポーツ施設一覧と申し込み記入例をご覧ください
◆介助が必要なかたは介助者同伴です　◆先着を除き定員を上回った場合は抽選です
◆費用は保険料などを含みます　◆未就学児は保護者同伴です　◆申込期限は必着です

の体育館 スポーツ教室
〒153-0041 駒場2-19-39　☎3485－7761　ふ3485－3926駒場体育館ＨＰ

教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限
ピラティスリラクセーション 8／20～10／8の（金）　全8回 12：30～13：30 16歳以上 25人 4,000円 8／2（月）
すっきりヨガ 8／20～10／8の（金）　全8回 14：00～15：00 16歳以上 20人 4,000円 8／5（木）
ミックスダブルステニス　駒場杯 8／22（日） 9：00～17：00 18歳以上の男女ペア 16チーム 1チーム

1,000円 8／10（火）
やさしいヨガ 8／24～10／12の（火）全8回 12：30～13：30 16歳以上 25人 4,000円 7／29（木）
スタンダートピラティス 8／24～10／12の（火）全8回 14：00～15：00 16歳以上 20人 4,000円 8／3（火）
リラックスヨガ 9／1～10／6の（水）全6回 19：30～20：30 16歳以上 7人 3,000円 8／4（水）
60歳以上の水泳教室 9／6～30の（月）・（木）全6回

（9／20、23を除く） 14：00～15：30 60歳以上 40人 1,200円 8／12（木）
秋のゲートボール教室 9／10～11／12の（金）全10回 9：00～11：00 16歳以上 10人 500円 8／12（木）
月いち講座～腰痛予防・改善 9／11（土） 9：30～10：30 16歳以上 7人 無料 8／4（水）
秋季初心者テニス教室 9／11～10／30の（土）全8回 13：00～15：00 ①18歳以上の未経験者、初心者②小学4～6年生の初心者

①40人
②12人 4,000円 7／26（月）

キッズフットサルフェスティバル 9／12（日） ①12：50～13：50
②14：00～15：00

①4歳以上の未就学児
②小学1・2年生 各30人 無料 8／19（木）

幼児水泳教室 9／15～11／24の（水）全10回
（11／3を除く）　 15：00～15：50 おむつの取れた3歳以上の未就学児 35人 5,000円 8／1（日）

小学生水泳教室　水曜Ⅰ・Ⅱ 9／15～11／24の（水）全10回
（11／3を除く）　

①16：00～16：55
②17：00～17：55

①25mを泳げない小学1・2年生
②クロールで25m以上泳げる小学3～6年生

①30人
②12人 5,000円 8／3（火）

小学生水泳教室 9／25～11／27の（土）全10回 ①13：00～13：55
②15：00～15：55

①小学1・2年生　　　
②小学3～6年生 各30人 5,000円 8／5（木）

〒153-0063 目黒2-4-36　☎3711－1139　ふ3711－2594区民センター体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

フットサル交流会（木・金） 8／26（木）・27（金） 20：30～21：30 16歳以上 各20人
（先着） 1回500円 当日受付

（20：00～）
幼児体操教室 8／25～9／15の（水）全4回 16：00～16：45 4・5歳 15人 2,000円 7／29（木）
初心者ソフトテニス教室 9／1～11／10の（水）全10回

（11／3を除く） 9：00～11：00 16歳以上 28人 5,000円 8／11（水）
こども空手道教室 9／1～10／20の（水）全8回 17：00～17：45 小学生 15人 4,000円 8／11（水）
はじめてのバレエエクササイズ教室 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く）　 12：15～13：00 16歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
介護予防椅子エクササイズ 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く）　 14：00～15：00 60歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
キッズダンス基礎教室（木曜日） 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く）　 16：15～17：00 4歳～小学1年生 15人 4,000円 7／29（木）
ミニバレー交流会 9／5（日） 12：30～15：00 小学生以上 30人 無料 8／16（月）
60代から始める男性の為の
トレーニング教室 9／7～28の（火）全4回 13：30～14：15 60歳以上の男性 15人 2,000円 8／17（火）
はじめてのボクシング教室 9／7～10／12の（火）全6回 14：00～15：00 16歳以上 15人 3,000円 8／17（火）
キッズヨガ教室 9／7～10／12の（火）全6回 16：30～17：15 小学1～3年生 15人 3,000円 8／17（火）
初心者テニス教室 9／11～11／13の（土）全8回

（9／18、10／9を除く） 9：00～11：00 中学生以上 32人 4,000円 7／29（木）

MEGURO
スイミングクリニック

Ａ 9／16～11／25の（木）全10回
（9／23を除く） 16：10～16：55 顔つけキックができる小学生 20人 5,000円 8／26（木）

Ｂ 9／16～11／25の（木）全10回
（9／23を除く） 17：00～17：45 クロールで12.5m以上泳げる小学生 20人 5,000円 8／26（木）

こども忍者教室 9／23（木・祝） ①10：30～12：00
②13：30～15：00 5歳～小学3年生 各30人 1,000円 7／29（木）

〒152-0003 碑文谷6-12-43　☎3760－1941　ふ3760－1943碑文谷体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

ボディメイク基礎編 水曜日 9／1～10／20の（水）全8回 9：30～10：30 20歳以上 各18人 4,000円 8／12（木）火曜日 9／7～10／26の（火）全8回 13：00～14：00

美姿勢骨盤シェイプ教室 水曜日 9／1～10／20の（水）全8回 10：45～11：45 20歳以上 各18人 4,000円 8／12（木）木曜日 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） 14：30～15：30
シェイプアップディスコ 9／1～10／20の（水）全8回 19：00～20：00 20歳以上 15人 4,000円 8／12（木）

幼児体操
木曜日 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） ①10：00～10：50

②11：20～12：10
①2歳と保護者
②3歳と保護者
（①②保護者1人につきこども1人）

各10組 1組4,000円 8／12（木）月曜日 9／6～11／8の（月）全8回
（9／20、10／11を除く）

ヒーリングストレッチ 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） 13：00～14：00 20歳以上 18人 4,000円 8／12（木）
健康ダンス教室 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） 16：00～17：00 55歳以上 15人 4,000円 8／12（木）

はじめてのヨガ 応用編 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） 19：00～20：00 20歳以上 18人 4,000円 8／12（木）基礎編 9／10～10／29の（金）全8回 14：30～15：30 15人
はじめてのピラティス 9／7～10／26の（火）全8回 ①  9：00～10：00

②10：15～11：15 20歳以上 各15人 4,000円 8／12（木）
アンチエイジングストレッチ&
トレーニング 9／7～10／26の（火）全8回 14：30～15：30 20歳以上 18人 4,000円 8／12（木）

ボディメイク応用編 9／7～10／26の（火）全8回 19：00～20：00 20歳以上 18人 4,000円 8／12（木）
シニア向けチェア（椅子）ヨガ 9／10～10／29の（金）全8回 10：00～11：00 60歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
シェイプアップヨガ 9／10～10／29の（金）全8回 11：30～12：30 20歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
かんたん機能改善教室
～カキラメソッド 9／10～10／29の（金）全8回 13：00～14：00 20歳以上 10人 4,000円 8／12（木）
美尻ヒップメイク 9／10～10／29の（金）全8回 16：00～17：00 20歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
バレエコンディショニング 9／10～10／29の（金）全8回 17：30～18：30 20歳以上 15人 4,000円 8／12（木）
おとなのためのピラティス 9／10～10／29の（金）全8回 19：30～20：30 20歳以上 18人 4,000円 8／12（木）

最新の情報は区ホームページをご覧いただくか各イベントなどの問い合わせ先に確認ください。

種　目 内　容 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

みんなで
ミニバレー

ビニール製のやわらかく軽いボールを使い、１チ
ーム４人でゲームを行います。こどもや初めての
かたも楽しみながらプレーすることができます

9：00～12：00
小学生以上

24人
無料

8／9（月・休）

ニュースポーツ
フェスティバル

ミニバレー、ネオテニス、輪投げ、シャッフル
ボードを行います 13：00～16：00 36人 8／16（月）

ピラティス
身体が硬いかたや運動が苦手なかたも安心して
参加できます。楽しみながら身体を動かしまし
ょう！

16：30～17：30 16歳以上 20人
（先着）

大人300円
高齢者・障害の
あるかた150円

当日受付
（16：10～）

申 直接またはハガキ・ＦＡＸ（２面の申し込み記入例①～
⑤を記入)で、駒場体育館へ。複数申し込み可
問駒場体育館　☎3485－7761　ふ3485－3926

駒場体育館体育室会　場
運動ができる服装・タオル・屋内シューズ
※ピラティスはチケット購入後、２階で受付を行います

持ち物８／29（日）

ここままばばフフェェススタタ
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熱中症 に注意
夏の運動夏の運動・・スポーツ時スポーツ時はは 　熱中症は、暑い環境で体温の調節ができなくなった状態で、めまいや吐き気、頭

痛、失神等様々な症状をきたします。誰でもなる可能性があります。日頃からしっ
かり予防しましょう。

 【問】スポーツ振興課管理係　☎5722－9690　ふ5722－9754

予防のためには

▶ 気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
▶ マスク着用時は負荷の大きい運動を避け、周囲の人と
十分な距離を確保できる場合には、適宜マスクをはず
して休憩する

適宜マスクをはずしましょう２

出典：環境庁、気象庁ホームページより

▶暑くなり始めの時期から適度に運動をはじめる
▶水分補給は忘れずに、無理のない範囲で行う　

暑さに備えた体づくりをしましょう５

▶暑い日や時間帯は無理をしない
▶涼しい服装にする

暑さを避けましょう１
▶のどが渇く前に水分補給をする
▶大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに　

こまめに水分補給しましょう３

▶日頃から体温測定、健康チェック
▶体調が悪いときは、無理せず自宅で静養

日頃から健康管理をしましょう４

写真提供：フォート・キシモト

パネル・写真展パネル・写真展東京2020オリンピック東京2020オリンピック
開催期間

７／26（月）～
８／10（火）

会　　場 総合庁舎西口ロビー

新型コロナウイルス感染症対策にご協力願います
　７／23（金・祝）～８／８（日・祝）に行われる東京2020
オリンピック競技大会の開会式から閉会式まで、各種競技のハ
イライトシーンの写真や大会関連のパネルを展示します。

問オリンピック・パラリンピック推進課　☎5722－9361　ふ5722－9754

東京2020大会の日程東京2020大会の日程とと交通対策交通対策ののお知らせお知らせ
　混雑緩和のため、交通量削減の取組にご理解とご協力をお願いいたします。

日　
　

程

「明日の混雑予報」ポータルサイト・ツイッターのお知らせ、スムーズビズのお願い

首都高は時間帯によって料金が変わります

問東京都オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 輸送課　☎0120－108－030

問2020料金上乗せ対象外申請窓口（福祉関係車両等）
　☎03－6627－6319（平日９：00～17：00まで）
　ふ03－5388－1354（耳の不自由な方のFAX通信）

東京都／（公財） 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

交通対策のお知らせ

問東京2020お問い合わせ窓口
　☎ 0570－09－2020　※通話料がかかります

▶７／19（月）～８／９（月・休）
▶８／24（火）～９／５（日）
※この期間の前後にも一部で実施予定

大会時には様々な交通対策が実施されます夜間の料金割引及び日中時間帯の料金上乗せが実施されます
▶７／19（月）～８／９（月・休）
▶８／24（火）～９／５（日）
※ 対象車種・区間等詳細は、東京都や首都高速道
路㈱のホームページでご確認ください
※  「障害者手帳の保有者が運転・同乗する車
両」・「福祉関係車両」は、東京都に８／６
（金）までに申請するとパラリンピック期間は
料金上乗せの対象外となります

首都高速道路の料金施策期間

オリンピック開会式
▶７／19（月）～８／９（月・休） ▶８／24（火）～９／５（日） 

▶７／23（金・祝）（閉会式：8／８（日・祝））

都内パラリンピック聖火リレー開始

パラリンピック開会式

▶８／24（火）（閉会式：9／5（日））

▶８／20（金）

　東京都では、テレワーク、時差出勤、物流の工夫などの
取り組みを「スムーズビズ」として推進しています。大会
時の混雑回避や感染防止対策に有効です。

スムーズビズの推進明日の混雑予測が確認できます

▲ホームページ ▲Twitter

　大会期間中の交通混雑の緩和のため、日々の混雑予報
を行います。ホームページ・ツイッター等を通じて発信
します。混雑回避のため、是非、ご活用ください。
※大会期間中の特設ホームページをご確認ください

　高速道路の本線料金所での通行制限や、
交通状況に応じた入口閉鎖などが実施され
ます。
※ また一般道の一部でも信号調整が実施されます

高速道路や一般道の交通対策

■ 首都高速道路の料金
　施策（首都高）

 ■首都高の料金上乗
せにならないため
の手続き（東京都）
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https://www.wbgt.env.go.jp/環境省 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html気象庁

熱中症警戒アラート 　環境省・気象庁が、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方または当日早朝に発
表します。アラートが発表されたら、熱中症の予防を積極的に行いましょう。

環境にやさしい植物油インキを使用しています 古紙パルプは配合率70％再生紙を使用しています
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