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朝霞にオリンピック・パラリンピックがやってくる！

　東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会では、射撃競技が陸上自衛隊朝霞
訓練場で行われます。
　会場市である本市では、今年７月、８月に
オリンピック・パラリンピック大会開催まで
それぞれ２年前を迎えることから、大会２年
前のイベントをシリーズ化して開催します。

第１弾　川越藩火縄銃鉄砲隊保存会演武
×東京2020オリンピックに向けた２年前カウントダウンイベント

イベント内容 時間 会場
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
カウントダウンカレンダー披露 午前10時～10時10分

朝霞駅南口駅前広場川越藩火縄銃鉄砲隊保存会による火縄銃発砲演武
※広場で演武後、中央公民館まで武者行列を行います。

午前10時10分
　　　～10時20分

川越藩火縄銃鉄砲隊保存会による演武と講演 午前11時30分
　　～午後０時30分 中央公民館・コミュニティ

センター３階ホール岡
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平さんとのトークセッション（※詳細は次ページ）
午後２時～３時30分

1964年東京オリンピック資料の展示

午前10時～午後４時
中央公民館・コミュニティ
センター１階展示ギャラ
リー

射撃競技体験（エアースポーツガン）
知って体験！「射撃」の楽しさと埼玉県南西部地域の
多彩な魅力
◦都合により内容が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
◦駐車場には限りがあるため、車でのお越しはご遠慮ください。
問／オリンピック・パラリンピック室　☎462-0801

カウントダウンカレンダー披露
　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催までの日数をお知
らせするカウントダウンカレンダーの
お披露目式を行います。
川越藩火縄銃鉄砲隊保存会による
火縄銃発砲演武・武者行列・講演
　川越藩火縄銃鉄砲隊保存会　獅子の会（代表　寺

てら

田
だ
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ずしょのすけ

書助勝
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や武具および火縄銃の保存、それらの文化を継承するため、川越をはじめ
全国で年間約20回の演武を行っています。
　今回、本市が射撃競技会場となることから、古来からある日本の銃や武具などを
観ていただくため、川越からお越しいただきます。
※発砲演武では、空砲を撃つため大きな音がします。ご了承ください。
　イベントの開催時間は、朝霞駅南口駅前駐車場の使用はできません。

　オリンピック・パラリンピック関連事業は埼玉県
ふるさと創造資金の補助を受けています。

７月22日㈰ 開催！

武者行列マップ
　演武後、駅前広場から
中央公民館まで武者行列
を行います。

中央公民館・コミュニティセ
ンターにて、演武と講演も行
います。

朝
霞
駅

駅前広場

スーパー

朝霞郵便局

中央公民館・
コミュニティセンター

川越藩火縄銃鉄砲隊保存会による迫力の演武をご覧くだ
さい！

朝霞駅南口駅前広場
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オリンピアン講演会【 どこまでも挑戦！ 】
　長野オリンピックスピードスケート女子500ｍ銅メダリストの岡

おか

崎
ざき

朋
とも

美
み

さんを講師にお迎えし、５度のオリンピック出場の経緯と経験、大きなけ
がや結婚・出産の後も、ソチオリンピックを目指した経験など、幾多の挫
折や苦難を乗り越えて挑戦し続けることの大切さ、生い立ちからオリンピッ
クにかけた思いをお話しいただきます。
　また、講演の後半では、バルセロナオリンピックライフル射撃競技銅メ
ダリストの木

こ

場
ば

良
りょうへい

平さんをゲストとしてお招きし、岡崎さんとオリンピア
ンならではのトークセッションを行っていただきます。

時　間／午後２時～３時30分
会　場／中央公民館・コミュニティセンター３階ホール
講　師／元スピードスケート選手　岡

おか

崎
ざき

朋
とも

美
み

さん
ゲスト／元ライフル射撃選手　木

こ

場
ば

良
りょうへい

平さん
その他／◦入場整理券の配付方法は下記をご覧ください。
　　　　◦手話通訳があります。
入場整理券配付方法／
　７月６日㈮から下記の窓口で配付します(１人２枚まで)。
　各窓口60枚。先着順、なくなり次第終了します。
　入場整理券は無料です。
●朝霞市役所　オリンピック・パラリンピック室(市役所３階35番窓口)
　�配付時間…午前８時30分～午後５時15分(土・日曜日、祝日閉庁)
●産業文化センター
　�配付時間…午前８時30分～午後９時30分(第４木曜日閉所)
●中央公民館・コミュニティセンター
　�配付時間…午前８時30分～午後９時30分(月曜日休館)

1964年東京オリンピック資料の展示
　当時の貴重な資料
（書籍や写真など）を
展示します。
　

射撃競技体験（エアースポーツガン）
　子どもから大人までどなたでも撃てるエ
アースポーツガンで５ｍ先の標的を狙います。
　的に当たる爽快感
をぜひ体験してくだ
さい！
　バルセロナオリン
ピックライフル射撃
競技銅メダリストの
木
こ

場
ば

良
りょうへい

平さんによる
デモンストレーショ
ン（午前11時～）を
行います。

知って体験！「射撃」の楽しさと埼玉県南西部地域
の多彩な魅力
～埼玉県南西部地域振興センターコーナー～
①「ねぎライフル」で遊ぼう！
　東洋大学ライフデザイン学
部の学生が３Dプリンターで
つくった「ねぎライフル」。
　的に当たると“ぽぽたん”
が飛び出します！

②展示コーナー
　オリンピック・パラリン
ピックや埼玉県南西部地域の
魅力を発信。
　クイズに正解した方には、
オリジナルの記念品をプレゼ
ント！

問／埼玉県南西部地域振興センター　☎451-1110

【岡崎朋美さんプロフィール】
　1971年９月７日北海道生まれ。
オリンピックに日本女子最多記
録となる５度出場。長野オリン
ピックでスピードスケート日本
女子短距離選手として初のメダ
ル獲得。バンクーバーオリンピッ
クでは、日本選手団旗手を務める。

入場には、
整理券が必要です。

中央公民館・コミュニティセンター
３階ホール

中央公民館・コミュニティセンター
１階展示ギャラリー
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第３弾　彩夏祭展示コーナー
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げよう！」
会場／中央公民館・コミュニティセンター１階展示ギャラリー
内�容／1964年東京オリンピックの貴重な資料を展示するほか、射撃競技とお祭りにちなんで
お子さんも喜ぶ射的コーナーを設置し、彩夏祭とともにオリンピック・パラリンピック競
技大会を盛り上げます。

問／オリンピック・パラリンピック室　☎462-0801

第４弾　東京2020パラリンピックに向けた２年前カウントダウンイベント
時間／午前10時～午後４時　　会場／産業文化センター
内�容／パラリンピック競技であるボッチャの体験会やハンドバイク体験会
などを開催します（詳細は広報あさか８月号でお知らせします）。

問／オリンピック・パラリンピック室　☎462-0801

～埼玉県からのお知らせ～
「埼玉県主催　東京2020大会に向けた

　２年前イベントを開催」
◦オリンピック２年前イベント�
日程／７月21日㈯・22日㈰�
会場／イオンレイクタウン（越谷市）�
◦パラリンピック２年前イベント�
日程／８月25日㈯�
会場／ららぽーと富士見、
　　　富士見市立市民総合体育館（富士見市）�

　詳しくは埼玉県オリンピック・
パラリンピック課のホームページ
へ

問�／埼玉県オリンピック・
　パラリンピック課�気運醸成担当�
　☎048-830-2892

～和光市からのお知らせ～
「第２回SAITAMA　PRIDE

和光ビームライフルチャレンジカップ」開催
日時／８月９日㈭　午前10時～午後４時
会場／和光市総合体育館メインアリーナ
内容／ビームライフルを使用した記録会（予選と決勝）
対象／県内在住の小学４～６年生
定員／各学年30人（申込多数の場合は抽せん）
費用／無料
持ち物／動きやすい服装、上履き、昼食、飲み物
※練習会も行います。詳しくはお問い合わせください。
申�込方法／７月13日㈮までに、参加者の氏名（ふりが
な）、住所、年齢、性別、学校名、学年、電話番号、メー
ルアドレス、練習会参加の有無を明記のうえ、メール、
FAXまたは電話で
問�／和光市秘書広報課東京オリンピック・パラリンピッ
ク等推進プロジェクトチーム

　☎424-9091　FAX464-8822
　 a0100@city.wako.lg.jp

第２弾　夏休み！親子で体験☆ビームライフル体験会
＆自衛隊体育学校アスリートとの交流会
　射撃競技会場市（朝霞市・和光市・新座市）と埼玉県の共同で開催します。
会場／陸上自衛隊広報センター「りっくんランド」（朝霞市栄町4-6付近）
ビームライフル体験会 ※参加には申し込みが必要です。
時間／①午前10時～11時30分、②午後１時00分～２時30分、③午後３時30分～５時
内�容／ビームライフル体験。バルセロナオリンピック射撃競技銅メダリスト木

こ

場
ば
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りょうへい

平さん、アテネ・北京・ロ
ンドンパラリンピック射撃競技出場の田

た

口
ぐち

亜
あ

希
き

さん、アジアエアガン選手権金メダリスト小
こ

西
にし

ゆかりさんが
来場予定です。
対象／市内在住の小学４～６年生の児童およびその保護者
定員／各回５組10人。申込多数の場合は抽せん。
申�込方法／体験会名、氏名(ふりがな)、住所、電話番号、学年、希望の開催
時間（①～③からお選びください）を明記のうえ、はがき、電話、メール、
市ホームページの申し込みフォームまたは生涯学習･スポーツ課窓口へ
申込締切／７月18日㈬（必着）
申・問／生涯学習・スポーツ課　☎463-2403
自衛隊体育学校アスリートとの交流会 ※申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
時間／①午前11時40分～午後０時20分、②午後２時40分～３時20分
内容／東京2020オリンピックを目指す選手の紹介、オリンピックへの抱負、質問コーナーなど
問／オリンピック・パラリンピック室　☎462-0801

８月４日㈯・５日㈰ 開催！

７月28日㈯ 開催！

８月25日㈯ 開催！


