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Dear colleagues,
We are sending you Vol.11 of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP, the email
newsletter issued by the International Affairs Division of the Tokyo Metropolitan Government.
Today’s contents:
(1)Tokyo 2020 Games related information
①Message and comments from Governor Koike on the opening of the Tokyo 2020
Paralympic Games
②Streaming of TMC Talks during the Paralympic Games and use of Tokyo Media Center
in Yurakucho
③TOKYO UPDATES para sports-related articles
(2) Highlights from the Sustainable Recovery Tokyo Forum held on August 7
(3) Governor Koike’s address at the Harvard College Project for Asian & International
Relations (HPAIR) on August 23
(4) Disaster Preparedness Day (September 1)
(5) Visualization of crowd congestion at Ueno Zoo using 5G and AI

(1)Tokyo 2020 Games related information
We bring you information on the Tokyo 2020 Paralympic Games currently underway.
① Message and comments from Governor Koike on the opening of the Tokyo 2020
Paralympic Games
The opening ceremony of the Tokyo 2020 Paralympic Games was held on Tuesday, August 24.
See Governor Koike’s message and comments on the Games.
You can also view the highlights of the opening ceremony at the following link.
Official YouTube channel of the Tokyo 2020 Organising Committee:
https://www.youtube.com/watch?v=j-NtHvn6aRw
② Streaming of TMC Talks during the Paralympic Games and use of Tokyo Media Center
in Yurakucho
*This notification mainly concerns the media. Please share it with anyone you may know in the
press or media industry.
The Tokyo Media Center (TMC) is streaming “TMC Talks,” a series of online talks by Governor
Koike and experts, almost daily. During the Tokyo 2020 Paralympic Games they will be mainly

speaking on the themes of diversity and inclusion. Members of the media who are registered with
TMC can use its various services including submitting questions to the TMC Talks speakers and
using the TMC Yurakucho facility which provides a comfortable environment where you can
concentrate on your work. It can also be used as a location for shoots and sending out news. We
continue to look forward to registration by the media.
Use the following link to register: https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register
For other latest information on the TMC, please click here.
③ TOKYO UPDATES para sports-related articles

Inclusive Society Seen through the Paralympics and Expectation for an Inclusive Tokyo-Matheson
Miki-From her own experience as a para athlete and life in the multicultural country of Canada as a
wheelchair user, Matheson Miki, a gold medalist (ice sledge speed race) at the Nagano 1998 Winter
Paralympic Games, is using Paralympic education to spread the vision of creating an inclusive world
through sports.
Message to the World from Tokyo’s Second Paralympic Games
-Negi Shinji, Associate Mayor of the Tokyo 2020 Paralympic Village and captain of Japan's
wheelchair basketball team at the Sydney Paralympic Games, speaks about the significance of
Tokyo being the first city to host the Paralympic Games for the second time and embracing “unity
in diversity.”
THE TOKYO UPDATES Newsletter will be launched from October. It will provide the latest details
on Tokyo Metropolitan Government policies and insights on Tokyo, as well as information on the
Olympic and Paralympic Legacy. Registration is required to receive this newsletter. We hope you
will register at the following site.

https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/subscribe.html

(2) Highlights from the Sustainable Recovery Tokyo Forum held on August 7
A video showing the highlights of the Sustainable Recovery Tokyo Forum (Re StaRT), an international
conference organized by the Tokyo Metropolitan Government on August 7, has been released. You can
see it here.
The Tokyo Declaration on Sustainable Recovery, which was adopted at the forum, and other details on
the conference are available at the following link. https://www.restart.metro.tokyo.lg.jp/en/
Dr. ISHII Naoko, who served as the moderator for the forum, has written an article for TOKYO
UPDATES. It is available here.

(3) Governor Koike’s address at the Harvard College Project for Asian & International
Relations(HPAIR) on August 23
The address by Governor Koike at the Harvard College Project for Asian & International Relations
“Reinventing with Resilience,” organized by the students and teaching and administrative staff of Harvard
University, is now available for viewing. The governor introduced Tokyo’s initiatives in various fields including
the Tokyo 2020 Games currently underway, COVID-19, the climate crisis, and international finance. She also
spoke about Tokyo’s goal to become the world’s city of choice through such efforts.
The address can be viewed at the following link. https://www.youtube.com/watch?v=H_Km2DkYrDc

(4) Disaster Preparedness Day (September 1)
On September 1, 1923, a massive earthquake hit Tokyo, causing enormous damage. An estimated 105,000
people died. So that this day is never forgotten, September 1 has been designated Disaster Preparedness
Day, and every year, the Tokyo Metropolitan Government engages in various measures for disaster
management and to raise public awareness.
For details on the efforts Tokyo is regularly taking for disaster management, please see the Tokyo
Metropolitan Government Disaster Prevention Guide Book.
The Tokyo Fire Department is also providing foreign nationals in Tokyo with information on disaster
preparedness, Tokyo’s firefighting system, and other relevant matters at the following website.
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/safety_info.html
*This site is for foreign nationals living in Tokyo. Please inform anyone you may know about it. The
website is scheduled to be renewed this fall. The latest information will continue to be offered at this site
following its renewal.

(5) Visualization of crowd congestion at Ueno Zoo using 5G and AI
Ueno Zoo just welcomed the birth of twin panda cubs. Through AI analysis of images from cameras set up
throughout the grounds, information on congestion forecasts in certain areas of the zoo is updated every
minute and made available to the public. Not only does this help visitors enjoy the zoo while avoiding crowds,
but the data is also used by the zoo to make improvements for a safer environment for visitors. The
information is available at the following site.
Ueno Zoo Crowdedness Map: https://onezoo.jp/ueno_map/en/index.html
In addition to Ueno Zoo, the Tokyo Metropolitan Government will continue to introduce 5G and other latest
technologies at zoos, the sea life park, and other metropolitan facilities.

Please check out the social media accounts managed by TMG.
（The TMG International PR Team）Twitter，Facebook，YouTube，Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter，Facebook，Instagram
You can view previous issues of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP here.
International Affairs Division
Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
This mail is sent to colleagues who have exchanged contact details with us in the past.
If you do not wish to receive this newsletter, please inform us by email.
If you would like to have it sent to another email address, or would like to add another email address,
please also inform us by email.
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皆様
東京都外務部の email newsletter, Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP 第 11 号を
お送りします。

Today’s contents:
（1）東京 2020 大会関連情報の紹介
①小池知事からのメッセージ～東京 2020 パラリンピック競技大会開催にあたって～
②パラリンピック大会期間中の「TMC トーク」の配信及び有楽町にあるメディア向け
多目的活動拠点「TMC 有楽町」の利用について
③TOKYO UPDATES よりパラスポーツ関連記事を紹介
（2）東京都主催の国際会議「Sustainable Recovery Tokyo Forum」 （８月７日）の
ハイライトムービーを公表
（3）ハーバード アジア国際関係プロジェクト（HPAIR）（８月 23 日）において
知事講演を配信
（4）「防災の日」（毎年９月１日）の取組
（5）上野動物園における５G 及び AI カメラを活用した混雑度情報の可視化の取組
（1）東京 2020 大会関連情報の紹介
現在開催中の東京 2020 パラリンピック競技大会の関連情報をお知らせいたします。
① 小池知事からのメッセージ～東京 2020 パラリンピック競技大会開催にあたって～
去る８月 24 日（火）に、東京 2020 パラリンピック競技大会が開会されました。大会開催を受け
て、小池知事のメッセージ及びコメントを公開しましたので、お知らせいたします。
また、開会式のハイライトは以下のリンク先から確認いただけます。
大会組織委員会 YouTube 公式チャンネル：https://www.youtube.com/watch?v=j-NtHvn6aRw
②

パラリンピック大会期間中の「TMC トーク」の配信及び有楽町にあるメディア向け多目的
活動拠点「TMC 有楽町」の利用について
※本件は、メディア向けの案内です。お知り合いのメディア関係者への情報提供をお願いいた
します。
東京都メディアセンター（TMC）では、東京 2020 パラリンピック大会期間中に、多様性と包摂
性をメインテーマに、小池知事や各界の有識者が語る「TMC トーク」をほぼ毎日配信しています。
TMC 登録メディアは、「TMC トーク」で登壇者への質問投稿が可能になるほか、快適で集中できる
作業環境、撮影・配信スポットとしても活用可能な施設「TMC 有楽町」をご利用いただけるなど、
様々な支援メニューを受けられます。メディアの皆様の登録を引き続きお待ちしております。

https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register（こちらから登録が出来ます。）
その他、TMC に関する最新情報は、こちらをご覧ください。
③

TOKYO

UPDATES よりパラスポーツ関連記事を紹介

Ⅰ スポーツを通じた「インクルーシブな社会創出」。1998 年長野パラリンピックの金メダリス
ト（アイススレッジスピードレース）のマセソン美季氏は、自身のパラリンピアンとしての経
験、多文化共生の国カナダでの車いす生活の経験から、パラリンピック教育を通じてその理念
を拡げている。
Inclusive Society Seen through the Paralympics and Expectation for an Inclusive
Tokyo-Matheson MikiⅡ 世界で初めて、同一都市で 2 度目のパラリンピックが開催されることの意義、私たちが向き
合うべき「多様性と調和」について、東京 2020 大会選手村パラリンピックビレッジの副村長
であり、シドニーパラリンピック車いすバスケットボール日本代表キャプテンの根木氏が語
る。
Message to the World from Tokyo’s Second Paralympic Games
また、TOKYO UPDATES のニュースレターを 10 月より配信開始いたします。TOKYO UPDATES ニ
ュースレターでは、都の施策の最新情報や東京に関する詳細な洞察、およびオリンピックとパラ
リンピックのレガシーに関する情報を提供します。ニュースレター購読するためには登録が必要
です。皆様の登録をお待ちしております。
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/subscribe.html

(2) 東京都主催の国際会議「Sustainable Recovery Tokyo

Forum」 （８月７日）のハイライトムービ

ーを公表
８月７日（土）に、東京都が開催した「Sustainable Recovery Tokyo Forum」（サステナブル・リ
カバリー東京会議、略称：Re StaRT）のハイライトムービーが完成しました。ぜひ、こちらからご覧
ください。
また、会議で採択されたサステナブル・リカバリーに関する東京宣言など、国際会議に関する詳細
は以下リンク先をご覧ください。https://www.restart.metro.tokyo.lg.jp/en/
さらに、本会議でモデレーターを務めていただいた石井菜穂子氏が寄稿した原稿が TOKYO UPDATES
に掲載されておりますので、こちらからご覧ください。

（3）ハーバード アジア国際関係プロジェクト（HPAIR）（８月 23 日）において知事講演を配信
ハーバード大学の学生と教職員が運営する国際会議「ハーバード

アジア国際関係プロジェクト

「開発よる再発明（「Reinventing with Resilience」」において、知事の講演が配信されました。知
事は、現在開催されている東京 2020 大会での取組や新型コロナウイルス感染症対策、気候危機への
対策や国際金融への取組など、様々な分野における都の取組を紹介しました。また、このような取組
を通じ、「世界から選ばれる都市・東京」の実現を目指していくことについても言及しました。
メッセージは、以下のリンクから視聴可能です。https://www.youtube.com/watch?v=H_Km2DkYrDc

（4）「防災の日」（毎年９月１日）の取組
1923 年 9 月 1 日、巨大地震が東京を襲い、推定 10 万５千人の死者を含む甚大な被害を受けました。
この日を忘れないため、毎年 9 月１日を「防災の日」として、東京都では様々な防災対策や普及啓発
に取り組んでいます。
都が日頃取り組んでいる防災対策の詳細は、「東京都防災ガイドブック」をご参照ください。
また、東京消防庁では、東京在住の外国人の方に知っていただきたい防災情報や東京の消防体制な
どを、以下のリンク先でご案内しております。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/safety_info.html
※本サイトは、都内在住の外国の方向けの案内です。お知り合いの方への情報提供をお願いいた
します。また、本ページは、今秋にリニューアルを予定しております。リニューアル後も、引き続き
本ページにて最新情報をご覧いただけます。

（5） 上野動物園における５G 及び AI カメラを活用した混雑度情報の可視化の取組
双子のパンダの赤ちゃんが誕生した上野動物園では、園内に設置されたカメラ映像を AI で解析す
る AI カメラを活用し、混雑が予想されるエリアについて１分間隔の混雑状況を提供しています。こ
れにより、来園者には混雑を避けながらのご観覧に役立てていただくとともに、園においては混雑
度のデータを安全安心な観覧環境の改善に活用していきます。混雑情報は、以下のサイトからご覧
いただけます。
上野動物園混雑マップ：https://onezoo.jp/ueno_map/en/index.html
都は引き続き、上野動物園以外の都立動物園・水族館などにおいても、５G などの先端技術の導入
を進めて参ります。

東京都の各種 SNS もぜひご覧ください。
（海外広報担当）Twitter，Facebook，YouTube，Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter，Facebook，Instagram

Tokyo Metropolitan Government WHAT’S UP のバックナンバーはこちらでご覧ください。
東京都政策企画局外務部
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
このメールは、連絡先を交換させていただいた方々へお送りしております。
今後、メールの送付を希望されない方はお手数ですが、返信メールにてご連絡ください。
送付先の追加をご希望の場合も、返信をお願いいたします。

