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Dear colleagues,
We are sending you Vol.9 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
①From Governor Koike Yuriko: Address on the Opening of the Olympic Games Tokyo
2020
② Key program for the Tokyo Media Center’s series of online talks held during the
Olympic Games
③Disseminating the appeal of Tokyo through virtual sports: A VR reproduction of the
Tokyo 2020 Paralympic marathon course
(2) Tokyo’s international conference, the Sustainable Recovery Tokyo Forum, to be held on
August 7th with the attendance of Mayor Anne Hidalgo of Paris, the host city of the next
Olympic and Paralympic Games
(3) Release of Tokyo Sustainability Action

(1)Tokyo 2020 Games related information
The following is information related to the Tokyo 2020 Games currently underway.
① From Governor Koike Yuriko: Address on the Opening of the Olympic Games Tokyo 2020
A message from Governor Koike was live-streamed on Friday, July 23, the day of the opening
ceremony of the Games of the XXXII Olympiad. It can be viewed at the following URL.
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/eng/watching/message/index.html
② Key program for the Tokyo Media Center’s series of online talks held during the Olympic
Games
*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) will be streaming “TMC Talks,” a series of online talks by experts
and Governor Koike, almost every day during the Games. Please see the attached press release
for the program and other details. Registration is required to view TMC Talks. We look forward to
registration by the media.

https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register (Register here)
No registration is needed to view the TMC Talks sessions featuring Governor Koike at the following
site.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYR46pwvIdJvo2J1YmUDWEAbXpIwiNt9n
③ Disseminating the appeal of Tokyo through virtual sports: A VR reproduction of the Tokyo
2020 Paralympic marathon course.
In order to shine a new light on sports in this pandemic and promote Tokyo’s appeal, an initiative
is underway to let people enjoy sports and tourism by using digital technology for a virtual reality
reproduction of the Tokyo 2020 Paralympic marathon course. A VR sporting event is scheduled to
be held around December. Details will be provided when they become available.
A concept video can be watched here: https://youtu.be/uJRDnPr0QiY

(2) Tokyo’s international conference, the Sustainable Recovery Tokyo Forum, to be held on
August 7th with the attendance of Mayor Anne Hidalgo of Paris, the host city of the next
Olympic and Paralympic Games
The Tokyo Metropolitan Government is working for a sustainable recovery from the COVID-19
pandemic. This sustainable recovery expands upon the global movement to achieve economic recovery
while addressing the climate crisis, to include the perspective of realizing a sustainable way of life for
people. To call upon the world to strive for this sustainable recovery, the TMG will hold the Sustainable
Recovery Tokyo Forum (Re StaRT), a hybrid online and in-person conference. On the agenda are
discussions from the viewpoints of the environment and culture, followed by the adoption of a joint
declaration based on the discussions held.
The conference is scheduled to be streamed live at the following link. Advanced registration is not
required. Everyone is welcome to watch. We hope that you will join us.
https://www.restart.metro.tokyo.lg.jp/en/
Date and time:

Saturday, August 7, 2021, from 1 p.m. to 2 p.m. (JST)
4 a.m. to 5 a.m. (GMT)

Expected attendees include:
Governor Koike Yuriko (Tokyo), Mayor Anne Hidalgo (Paris),
Mayor Eric Garcetti (Los Angeles), Lord Mayor Adrian Schrinner (Brisbane), Mayor Soham
El Wardini (Dakar), Ambassador Peter Tan Hai Chuan of Singapore to Japan

(3) Release of Tokyo Sustainability Action
On July 13, 2021, “Tokyo Sustainability Action,” a publication compiling the concepts and initiatives taken
by Tokyo to achieve the SDGs, was released. This was prepared as Tokyo’s Voluntary Local Review
and is based on Future Tokyo: Tokyo’s Long Term Strategy, which was formulated in March 2021.
*VLR: Voluntary Local Review is an international initiative for local governments to review their efforts
to achieve the SDGs; the results of which are compiled in a report for publication and presentation to
the United Nations.
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basicplan/2021/07/images/Tokyo%20Sustainability%20Action.pdf

On that same day, Governor Koike spoke about Tokyo’s measures for the SDGs and the release of “Tokyo
Sustainability Action” in a video message given at the Fourth Local and Regional Governments Forum on
the 2030 Agenda, a side event of the United Nations’ High Level Political Forum on Sustainable Development.
Please visit the following link to see this message.
https://www.youtube.com/watch?v=atynDggiOXM

Please check out the social media accounts managed by TMG.
（The TMG International PR Team）Twitter，Facebook，YouTube，Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter，Facebook
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.

July 20, 2021
Tokyo Media Center

Tokyo Media Center announces “TMC Talks” program during the Olympic Games period
Twelve speakers will talk about the future of Tokyo
The Tokyo Media Center (TMC), which supports media outlets around the world in their coverage of the Olympic and
Paralympic Games Tokyo 2020, will be hosting a series of online talks called “TMC Talks”, given by experts and
Governor Koike almost every day at 2:00 pm (JST) during the Games. TMC is delighted to announce the program
topics ahead of the first TMC Talks on July 21.

"TMC Talks" speakers (during the Olympic Games period)
Date

Speaker

Title

Topic

July 21
(Wed.)
22 (Thurs.)

KOIKE Yuriko

Governor of Tokyo

TMC Welcome Message

UMEDA Hiromi

TMC Tutorial

23 (Fri.)
24 (Sat.)
25 (Sun.)

Ross Rowbury
KOIKE Yuriko
Kent E. Calder

26 (Mon.)

Roy Tomizawa

Senior Director for International
Public
Relations,
Tokyo
Metropolitan Government
Principal, 3i Consulting
Governor of Tokyo
Interim Dean of the Johns
Hopkins School of Advanced
International Studies (SAIS)
Sports Journalist

27 (Tues.)

Takayuki Kishii

28 (Wed.)

KOIKE Yuriko

Project Professor
University
Governor of Tokyo

29 (Thurs.)

Noritaka Tatehana

Contemporary Artist

30 (Fri.)
31 (Sat.)

To be announced
Robert Campbell

August 1
(Sun.)

Hiroaki Kitano

2 (Mon.)
3 (Tues.)
4 (Wed.)

MIYASAKA Manabu
Yoshiharu Hoshino
KOIKE Yuriko

To be announced
University Professor, Waseda
University
President & CEO, Sony
Computer Science Laboratories,
Inc.
Vice Governor of Tokyo
CEO, Hoshino Resorts Inc.
Governor of Tokyo

5 (Thurs.)

Hiroshi Nakaso

Chairman, FinCity.Tokyo

6 (Fri.)
7 (Sat.)
8 (Sun.)

To be announced
To be announced
Naoko Imoto

To be announced
To be announced
Olympian

of

Nihon

Tokyo – Unexpected Diversity
Tokyo 2020 Games and Our Efforts
Global Political Cities - Actors and Arenas of
Influence in International Affairs
1964 and 2020 – Olympic and Paralympic
Games for Inclusion
The Changing Face of Tokyo : From Edo to
Today, and into the Future
“Future Tokyo: Tokyo’s Long-Term Strategy”
and the Tokyo Bay eSG Project
Rethink: Reinterpreting Traditional Japanese
Culture to Create a New Future
To be announced
Old meets New
Research for the Future of Humanity

Sustainable Transformation in Tokyo
Tokyo as a Leader of Team Japan
Zero-Emission Tokyo: The Importance of
Actions by Cities
Revision for the “Global Financial City: Tokyo”
Vision – Realize Sustainable Recovery to
Become a Global Financial City Leading the
World –
To be announced
To be announced
Tokyo2020 and Beyond

Registration is required
to view the TMC Talks and participate in the Q&A session.

Account Registration

Media Registration
1) Access TMC’s registration page at https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register
2) Submit your name and email for Account Registration.

Accreditation Application

3) Register your ID and proof of employment with the Accreditation Application at
https://tokyo.mediacenter.jp/login/

TMC Talks Speakers (during the Olympic Games period)
Order of presentation

KOIKE Yuriko
Governor of Tokyo
Koike became Tokyo’s first female governor in 2016 and was re-elected to a second term in
2020. As governor, Koike is proactively advancing numerous initiatives, including those
focused on empowering women in society and eliminating child-care waitlists to create a
work-friendly environment for women.
Koike was elected to the House of Councillors in 1992 and to the House of Representatives in
1993, where she served for a total of eight terms. She has held several cabinet posts,
including Minister of the Environment and Minister of Defense. As Environment Minister,
Koike introduced the Cool Biz campaign to encourage workers to wear light and comfortable
attire during the summer months.
Before entering national politics, she worked as a newscaster covering economic issues.
Koike graduated from Cairo University, Egypt.

Ross Rowbury
Principal, 3i Consulting
Ross Rowbury has been living and working in Japan for four decades. Originally starting his
career in finance, he later moved into public relations holding executive positions at Gavin
Anderson & Co (now Kreab), PRAP Japan where he was Senior Managing Director and COO,
and most recently as head of the Edelman operations in Japan.
Ross now works as an independent consultant, has a monthly interview series on
sustainability with the Japan Times, is Visiting Professor of Asian Marketing at Kyoto’s
Doshisha University and a Board Member of suicide prevention NPO, TELL (Tokyo English Life
Line). He is also studying to become a traditional Japanese storyteller, or “kataribe.”

Kent E. Calder
Interim Dean of the Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS)
Director of the Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies at Johns Hopkins SAIS
Kent E. Calder is Interim Dean of the Johns Hopkins School of Advanced International Studies
(SAIS). Calder, who also directs the Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies at Johns
Hopkins SAIS, previously served as the school’s Vice Dean for Faculty Affairs and International
Research Cooperation from 2018 to 2020.
Prior to SAIS, Calder served as special advisor to the U.S. Ambassador to Japan, Japan Chair at
the Center for Strategic and International Studies (CSIS), professor at Princeton University,
lecturer on government at Harvard, and as the first executive director of Harvard University’s
Program on U.S.-Japan Relations. Calder received his Ph.D. from Harvard University, where he
worked under the direction of Edwin O. Reischauer.
A specialist in East Asian political economy, Calder lived and researched in Japan for eleven
years and across East Asia for four years. In 2014, he was awarded the Order of the Rising Sun,
Gold Rays with Neck Ribbon. Calder's recent publications include: Global Political Cities: Actors
and Arenas of Influence in International Affairs (2021); Super Continent: The Logic of Eurasian
Integration (2019); Circles of Compensation: Economic Growth and the Globalization of Japan
(2017); Singapore: Smart City, Smart State (2016); Asia in Washington (2014); and The New
Continentalism: Energy and Twenty-First Century Eurasian Geopolitics (2012).

Roy Tomizawa
Sports Journalist
Roy Tomizawa celebrated his first birthday on the opening day of the 1964 Olympics. His
father worked with the NBC News crew that broadcast those games to homes in the United
States. As far back as he can remember, Roy has been a fan of the Olympics. A year after Tokyo
was awarded the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020, Roy went searching for an
English-language book that chronicled the 1964 Olympics, but couldn’t find one. As a former
print journalist, he decided to write that book. After four years of research and interviews of
over 75 Olympians from the ’64 Games, he published the book, “1964: The Greatest Year in
the History of Japan – How the Tokyo Olympics Symbolized Japan’s Miraculous Rise from the
Ashes” in 2019. Roy is a leadership and talent development consultant from New York with
over 30-years’ experience in Asia, working for such companies as, Microsoft, DBS Bank,
Morgan Stanley and Mercer Human Resource Consulting.

KISHII Takayuki
Project Professor of Nihon University / President of the Institute of Behavioral Sciences
Kishii is a city planning expert. After working for the Ministry of Construction (now MLIT), he
joined Nihon University in 1992, and assumed his current position there in 2018. In 2017, he
became President of the Institute of Behavioral Sciences. He has served as President of the
City Planning Institute of Japan, Chairman of the Tokyo Metropolitan Government Cityscape
Council, and Chairman of the Special Committee for Urban Development Research of the
Tokyo Metropolitan City Planning Council, and currently serves as Chairman of the Chiyoda
City Planning Council. He also serves as an advisor to urban development projects throughout
Tokyo, including the Otemachi-Marunouchi-Yurakucho (OMY) district, Shibuya, and
Shinagawa. His many publications on Tokyo include “An Overview of Tokyo’s Urban
Development,” published by Tokyo Toshizukuri-kosha in 2019, and “Tokyo 150 Projects, Urban
Diversity Management,” published by Shinkenchiku-sha in 2015.

Noritaka Tatehana
Contemporary Artist
Born in 1985 in Tokyo, Tatehana first created “heel-less shoes” inspired by the tall wooden
geta sandals worn by oiran (high-ranking courtesans) during the Edo period for his graduation
project at the Tokyo University of the Arts. This endeavor caught the eye of American pop
artist Lady Gaga.
Tatehana’s “Rethink” exhibition showcased a series of works created with the concept of
redesigning and modernizing Japanese traditional culture and art and received great acclaim
overseas. He has continuously endeavored to create works that express the modern age by
giving contemporary meaning to traditional objects like oiran, puppet theater, swords, and
Japanese views of life and death. Many of these works have been collected by museums
including the New York City Metropolitan Museum of Art and the Victoria and Albert
Museum.
Tatehana also serves as a member of the Promotional Committee for the Edo Tokyo Kirari

Robert
Campbell
Project.

University Professor, Waseda University
Robert Campbell, Ph.D., is a scholar of Japanese Literature and University Professor, Waseda
University. Born in New York City, he studied in the Department of Economics and Oriental
Languages, University of California, Berkeley (B,A. 1981), and the Department of East Asian
Languages and Civilizations, Graduate School of Fine Arts, Harvard University (M,A. 1984; Ph.D.
1982). Campbell moved to Japan to study Edo Literature as a research student in the
Department of Japanese Language and Literature, Kyushu University, Fukuoka City (1985),
joining that department as assistant professor (1987). He then moved on to the National
Institute of Japanese Literature, Tokyo (associate professor, 1995), and relocated to the
University of Tokyo in 2000, where he taught as professor from 2007 until 2017. Campbell was
Director-General of the National Institute of Japanese Literature from 2017 until March, 2021.

Hiroaki Kitano
President & CEO, Sony Computer Science Laboratories, Inc.
Executive Vice President of Sony Corporation
CEO, Sony AI, Inc.
KITANO is President and CEO of Sony Computer Science Laboratories, Inc., Executive Vice
President of Sony Corporation, CEO of Sony AI, President of the Systems Biology Institute, and
Professor at Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University. He is also a
Founding President of the RoboCup Federation, President of International Joint Conference
on Artificial Intelligence (IJCAI) (2009-2011), and member of the AI & Robotics Council (20162018), and Quantum Computing Council (2019-2020) of the World Economic Forum.

MIYASAKA Manabu
Vice Governor of Tokyo
Miyasaka is advancing various digital transformation measures to realize the Tokyo version of
Society 5.0, “Smart Tokyo,” where Tokyo’s potentials are drawn out by the power of digitalization
so that Tokyo citizens can lead high quality lives.
Miyasaka gained expertise in business management at Yahoo Japan Corporation where he
worked for over 20 years, even serving as its chairman. After leaving Yahoo Japan, he took the
position of Counselor at the Tokyo Metropolitan Government in July 2019, where he formulated
the “Tokyo Data Highway Basic Strategy” with the goal of building the world’s fastest mobile
internet network. He was appointed vice governor in September 2019 as the first person to
assume this position from the private sector in 12 years. Since then, he has been working even
more vigorously to advance projects for the city.
Miyasaka is also in charge of measures related to the realization of "Global Financial City:
Tokyo," where Tokyo is the financial center of Asia and the world. He is working on initiatives
such as attracting financial companies and talent from around the world, fostering the asset
management and fintech industries, and examining strategies to boost the green finance sector.

Yoshiharu Hoshino
CEO, Hoshino Resorts Inc.
Yoshiharu Hoshino was born in 1960, in Karuizawa, Nagano, and is the fourth generation in a
family ryokan (Japanese inn) business. After graduating from Cornell University with a
master’s degree in hotel management, he became the CEO of Hoshino Resorts Inc. in 1991.
Under his leadership, the company has grown to operating 46 properties in and outside of
Japan with a total of five brands, HOSHINOYA, KAI (a brand of upscale boutique hot spring
ryokan), RISONARE (a premier active family resort brand), OMO (a warm and casual hotel for
city-tourism) and BEB (a carefree hotel brand targeting millennials). In 2013, Yoshiharu
Hoshino established Hoshino Resorts REIT, Inc., listed on the Tokyo Stock Exchange, the first
REIT in Japan to specialize in the tourism industry.

Hiroshi Nakaso
Chairman, FinCity.Tokyo
Hiroshi Nakaso was appointed chairman of a new organization to promote Tokyo as a global
financial center. The new organization is known by its abbreviated name, “FinCity.Tokyo”. He
was appointed chairman of the Daiwa Institute of Research (DIR) in July 2018 after
completing his term as Deputy Governor of the Bank of Japan (BOJ). He served as Deputy
Governor of the BOJ from March 2013. In his 39 years at the BOJ, his main responsibilities
were crisis management of financial systems and markets focusing on global systems. He
dealt with the domestic financial crisis of the 1990s. He headed the exit operation from the
Quantitative Easing Policy, a prototypical unconventional policy that lasted from 2001 to
2006. In addition, he played an instrumental role in addressing the Global Financial Crisis
together with his peers at major central banks including the Federal Reserve Bank.

Naoko Imoto
Olympian
Imoto is a former Olympic swimmer (Atlanta 1996), a Tokyo 2020 Gender Advisor and a
UNICEF Education Specialist who has worked around the world for children’s education.

Benefits of TMC Online Service
1) TMC Web will be your home for various information during the Games, including photos, videos, data regarding
Tokyo and more.
2)
3)

4)

5)

TMC Newsletters will update you twice a day with what’s happening in Tokyo during the Games.
TMC Briefings will live-stream daily briefings from the Tokyo Metropolitan Government. You can cast questions to the
officials. They are scheduled from 12:30 pm to 1:00 pm, Japan Standard Time (JST), from July 23 to August 8 and from
August 24 to September 5, 2021.
TMC Talks will video-stream daily live presentations and recorded messages by Governor Koike and/or global leaders
from various fields such as sports, culture and urban development. The main theme will be the future of Tokyo. You can
cast questions to speakers via online tools. More details about TMC Talks will be announced soon. They are scheduled
from 2:00 pm to 2:40 pm, JST, from July 21 to August 8 and from August 23 to September 5, 2021.
TMC Online Concierge will answer your questions and provide consultations about Tokyo-related coverage and
photography. It will be available between 8:00 am and 10:00 pm, JST, from July 21 to August 8 and from August 23 to
September 5, 2021.

We are looking forward to serving you soon!
About the Tokyo Media Center (TMC)
The Tokyo Media Center (TMC) has been set up by the Tokyo Metropolitan Government to serve as a media coverage
base for domestic and international media during the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. TMC provides
information related to the host city Tokyo as well as the Tokyo 2020 Games. It is totally separate from the Main Press
Centre (MPC) and International Broadcast Centre (IBC), which are operated by the Tokyo 2020 Organising Committee.
▮ Website
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/
▮ Facilities
Date and Time of Opening: Wednesday, July 21, 2021 to Monday, August 9, 8:00 am to 10:00 pm, JST
Monday, August 23, 2021 to Sunday, September 5, 8:00 am to 10:00 pm, JST
* A pre-opening is scheduled on Monday, July 19 and Tuesday, July 20.

Access:

Tokyo Sports Square, 2nd and 3rd Floor (address: 3-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo)
1 minute walk from JR Yurakucho Station and Tokyo Metro Yurakucho Station
Services: Workspace and lounge
Japan Showcase
Approximately 120 seats available to create a
The Japan National Tourism Organization (JNTO)
work environment for journalists.
will have booths to promote Japan’s various
A drink corner offering refreshments will also be regions and traditional culture.
provided.
Japanese Liquors Booth
Information Desk
The National Tax Agency (NTA) will have a booth to
Staff will respond to inquiries regarding facilities introduce Japanese liquors.
usage. Upon first entrance, guests will receive a Internet Connection
media kit which includes complimentary
Wi-Fi available for use by registered members.
Tokyo-related giveaways.
* Detailed information such as COVID-19 countermeasures and how to enter the facilities will be periodically updated on the TMC website and TMC Briefings.

Inquiries

▮ About Media Center Registration
▮ Other Inquiries Regarding the TMC
Tokyo Media Center Management Office
Tokyo 2020 Media Center, Policy Coordination Section,
Email: inquiry@tokyo.mediacenter.jp
Policy Coordination Division, Office of the Governor for Policy Planning,
Tokyo Metropolitan Government
Email: tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp
Important Notes for Press and Broadcasters with Tokyo 2020 Accreditation
‧ For the first 14 days, you can only carry out activities submitted in your Activity Plan, at places on the list of permitted destinations.
Unless you submitted TMC as your destination and it has been approved, you are not permitted to use the TMC facility.
‧ You must use dedicated Games vehicles or the TCT service. Do not use public transport for the first 14 days.
Tokyo Metropolitan Government (TMG) launched a new media platform to show the world the
ever-changing face of Tokyo now and the future in May 2021. This platform features content such
as articles which focus on the attractions of Tokyo and the people who live, study, and work in the
city. Please be sure to check it out.
URL: https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/
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皆様
東京都外務部の email newsletter, Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP 第９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 オリンピック競技大会開催にあたって～
②東京都メディアセンターのトークセッション・シリーズ オリンピック期間中の主要
プログラムを公開
③東京 2020 大会パラリンピックマラソンコースを活用した VR 空間で再現、「バーチャ
ル・スポーツ」を通じて東京の魅力を発信
（2）東京都主催の国際会議「Sustainable Recovery Tokyo Forum」を８月 7 日に開催
－次回オリンピック・パラリンピック開催都市のアンヌ・イダルゴ パリ市長も来日・
参加します－
（3）「Tokyo Sustainability Action」の公表

（1）東京 2020 大会関連情報の紹介
現在開催中の東京 2020 大会関連の情報を紹介いたします。
①

小池知事からのメッセージ～東京 2020 オリンピック競技大会開催にあたって～
第３２回オリンピック競技大会の開会式の日である７月２３日（金・祝）に、小池知事からの
メッセージをライブ配信いたしました。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=-Wtzs4yFyus&t=1s

②

小池都知事のメディアの皆様へのビデオメッセージを公開及び TMC 限定ウェブページ開設
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 2020 大会期間中、東京都メディアセンター（TMC）は、小池都知事や有識者によるオン
ライン講演シリーズ「TMC トーク」をほぼ毎日配信します。プログラムなど詳細は添付プレス
リリースをご覧ください。TMC トークを視聴するためには登録が必要です。メディアの皆様の
登録をお待ちしています。
https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register（こちらから登録が出来ます。）
なお、TMC トークのうち、知事の出演回については、以下のページから登録不要でご覧頂け
ます。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYR46pwvIdJvo2J1YmUDWEAbXpIwiNt9n
③

東京 2020 大会パラリンピックマラソンコースを活用した VR 空間で再現、「バーチャル・ス
ポーツ」を通じて東京の魅力を発信
デジタル技術を活用し、コロナ禍におけるスポーツの新たな楽しさと東京の魅力を発信する
ため、東京 2020 パラリンピックマラソンで使用するコースをＶＲ空間で再現し、スポーツや観
光を楽しめる取組を実施します。12 月頃に、ＶＲ空間で、バーチャルスポーツ大会の開催を予
定しています。詳細は後日お知らせします。
イメージ映像はこちらからご覧ください。
https://youtu.be/uJRDnPr0QiY

(2) 東京都主催の国際会議「Sustainable Recovery Tokyo Forum」を８月 7 日に開催
－次回オリンピック・パラリンピック開催都市のアンヌ・イダルゴ

パリ市長も来日・参加します－

東京都は、気候危機への対処を図りながら新型コロナウイルスからの経済復興を目指すという世界
の潮流を、環境だけでなく、人々の持続可能な生活を実現する観点にまで広げた「サステナブル・リ
カバリー（持続可能な回復）」を進めています。このたび、東京都は、この「サステナブル・リカバ
リー」の実現を世界の皆様に提唱するため、「Sustainable Recovery Tokyo Forum」（サステナブ
ル・リカバリー東京会議、略称：Re StaRT）をリアルとオンラインのハイブリッドにて開催いたしま
す。
会議は、環境や文化の分野を切り口とした内容で意見交換を行い、その成果として共同宣言を採択
する予定です。ぜひご覧ください！
会議当日は以下リンク先からライブ配信いたします（事前登録不要）。
https://www.restart.metro.tokyo.lg.jp
日時

：2021 年８月７日（土）１:00

pm ～2：00 pm (JST)

４:00 am ～５:00 am (GMT)
出席予定者：小池知事、アンヌ・イダルゴ

パリ市長、エリック・ガルセッティ ロサンゼルス市

長、エイドリアン・シュリナー ブリスベン市長、ソハム・エル・ワルディーニ ダカ
ール市長、ピーター・タン・ハイ・チュアン 駐日シンガポール共和国特命全権大使
等

（3）「Tokyo Sustainability Action」の公表
2021 年７月 13 日、東京都は、ＳＤＧｓ実現に向けた取組の概要や考え方などを取りまとめた
「Tokyo Sustainability Action」を公表しました。本文書は、2021 年３月に策定した「『未来の東
京』戦略」をベースに、東京都の「自発的自治体レビュー※」として作成したものです。
※「自発的自治体レビュー（VLR: Voluntary Local Review）」
自治体が自発的にＳＤＧｓの取組状況をレビューし、その結果をレポートとして国連に提出・公
開する国際的な取組
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic1plan/2021/07/images/Tokyo%20Sustainability%20Action.pdf
同日、小池都知事は「持続可能な開発のための国連ハイレベル政治フォーラム」のサイドイベン
トである「第４回 2030 アジェンダに関する自治体フォーラム」にビデオメッセージを発出し、東京
都の SDGs 推進施策や「Tokyo Sustainability Action」の公表について発信しました。以下リンク
からご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=atynDggiOXM

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

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。

2021 年 ７ 月 20 日
東京都メディアセンター

東京都メディアセンターのトークセッション・シリーズ
オリンピック期間の主要プログラムを公開
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を取材・報道する世界中のメディアを支援する東京
都メディアセンター（運営：東京都、英語表記：Tokyo Media Center、以下 TMC）は、小池都知事や有識
者によるオンライン講演シリーズ「TMC トーク」を会期中ほぼ毎日午後 2 時（日本時間）から配信しま
す。7 月 21 日（水）の TMC サービス開始を前に、オリンピック期間中の主要プログラムを公開します。

「TMC トーク」講演者一覧（オリンピック期間）
配信日

スピーカー

7/21（水） 小池百合子
7/22（木） 梅田弘美
7/23（金） ロス・ローブリー
7/24（土） 小池百合子
7/25（日） ケント・カルダー

7/26（月） ロイ・トミザワ
7/27（火） 岸井隆幸
7/28（水）
7/29（木）
7/30（金）
7/31（土）
8/1（日）

小池百合子
舘鼻則孝

8/2（月）
8/3（火）
8/4（水）
8/5（木）

宮坂学
星野佳路
小池百合子
中曽宏

未定

ロバート キャンベル
北野宏明

8/6（金） 未定
8/7（土） 未定
8/8（日） 井本直歩子

役職
東京都知事
東京都政策企画局
海外広報担当部長
プリンシパル
3i Consulting
東京都知事
ジョンズ・ホプキンス
大 学 高 等 国際 問 題 研
究大学院 学長代行
ス ポ ー ツ ジャ ー ナ リ
スト
日本大学理工学部
特任教授
東京都知事
現代美術家
未定
早稲田大学特命教授
ソ ニ ー コ ンピ ュ ー タ
サイエンス研究所
代表取締役社長
東京都副知事
星野リゾート代表
東京都知事
東京国際金融機構
(FinCity.Tokyo) 会長
未定
未定
オリンピアン

※原則メディア対象

講演テーマ
TMC ウェルカム・メッセージ
TMC チュートリアル（TMC サービス内容のご説明）
知られざる東京ダイバーシティ
東京 2020 大会の意義と東京都の取組
グローバルな政治都市-国際問題における都市の影響力と
その意思決定の舞台
1964 年と 2020 年 2 度の東京オリンピック・パラリンピ
ックの意義－包摂社会に向けて
東京まちづくりの潮流：これまでとこれから
「
『未来の東京』戦略」と東京ベイｅＳＧプロジェクト
日本古来の文化をみなおし、未来を紡ぐ「リシンク」
未定
Old meets New- 東京の息吹を芸術文化の伝承に見る
人類の未来のための研究

Sustainable Transformation in Tokyo
チーム日本のリーダー・東京
ゼロエミッション東京：都市の行動こそが重要
世界をリードする「国際金融都市・東京」の実現に向けて
未定
未定
オリンピアンが考える東京 2020＆ビヨンド

TMC トークを視聴するためには「サイト利用登録」と「メールマガジン受取」が、質疑応答に参加する
ためには「利用許可」が必要です。皆様のご利用をお待ちしています。
TMC への登録
STEP 1 まず、ウェブサイトのサイト利用登録で氏名、メールアドレスを登録してください。
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register

◆◆◆ 「TMC トーク」（オリンピック期間）の全スピーカー ◆◆◆
STEP 2 サイト利用登録後、利用許可申請で身分証明書や社員証などを登録してください。
利用許可申請はマイページから行えます。
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/

「TMC トーク」講演者プロフィール（オリンピック期間中、講演日順）
小池百合子

東京都知事
兵庫県生まれ。カイロ大学卒業。経済キャスター等を経て 1992 年に参議院議員当選。1993
年から衆議院議員を８期務める。この間、環境大臣、防衛大臣などの要職を歴任。環境大臣の
ときには、
「クールビズ」の旗振り役を務める。2016 年、女性初の東京都知事に就任し、
2020 年に 2 期目を迎えた。待機児童対策や女性の活躍推進など、積極的に取り組んでいる。
「大義と共感の政治」が信条。

ロス・ローブリー

Principal 3i Consulting
ロス・ローブリーは、40 年間にわたって日本に住み、働いてきた。 金融業界でキャリアを
スタートさせた後、PR 業界に転身。ギャビン・アンダーソン＆カンパニー（現クレアブ）を
皮切りに、プラップジャパンでは専務取締役兼 COO を務め、直近ではエデルマン・ジャパン
の社長を歴任した。
現在は、独立したコンサルタントとして活動する傍ら、ジャパンタイムズのサステナビリテ
ィに関するインタビューシリーズを担当している。また、同志社大学でアジアマーケティング
の客員教授を務めるほか、メンタルヘルスや自殺防止 NPO 法人 TELL（Tokyo English Life
Line）の理事も務めている。

ケント・カルダー

ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院 学長代行
同大学院ライシャワー東アジア研究センター長
ハーバード大学大学院修士課程及び博士課程を修了。1979 年ハーバード大学日米関係プログ
ラムの初代事務局長を務めた。米国戦略国際問題研究所(CSIS)日本部長、駐日米国大使特別補
佐官などを歴任。その間プリンストン大学ウッドロー･ウィルソン政治大学院で 20 年間教鞭を
執った。2003 年よりジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院教授、同大学院ライシ
ャワー東アジア研究センター長 。2017 年より同大学院 副学長、2021 年 7 月 1 日に同大学院
学長代行に就任した。2014 年に米国における日本研究の発展及び相互理解の促進に寄与した功
績が認められ，旭日中綬章を受章。また、数多くの著書を執筆しているが「Super
Continent :The Logic of Eurasian Integration」は、英国ファイナンシャルタイムス紙の 2019
年政治経済部門のベスト書籍の一冊に選ばれた。近著は「Global Political Cities: Actors and
Arenas of Influence in International Affairs」(2021 年 1 月 Brookings Institution Press)。

ロイ・トミザワ

スポーツジャーナリスト
NY 出身の日系 3 世。米国・ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外の地元紙『ガネット』
の元記者。ペンシルベニア州新聞社協会から調査報道で表彰を受けた経験も持つ。近著には
『1964 — 日本が最高に輝いた年 敗戦から奇跡の復興を遂げた日本を映し出す東京オリンピッ
ク』がある。ロイは、リーダーシップと人材開発のコンサルタントのプロフェッショナルでも
あり、マイクロソフト、DBS 銀行、モルガン・スタンレー、マーサー・ヒューマン・リソー
ス・コンサルティングなど、アジアで 30 年以上の経験を持つ。東京在住。

岸井隆幸

日本大学理工学部土木工学科 特任教授/（一財）計量計画研究所 代表理事
都市計画の専門家。建設省（現在の国土交通省）で実務を経験したのち、1992 年日本大学理
工学部土木工学科へ、1998 年より教授、2018 年より現職、博士（工学）
。2017 年より（一
財）計量計画研究所代表理事。（公社）日本都市計画学会会長、東京都景観審議会会長、同都市
計画審議会都市づくり調査特別委員会委員長などを歴任。現在、千代田区都市計画審議会会長
の他、大丸有（OMY）
・渋谷・品川など東京各地の都市開発プロジェクトのアドバイザーを務
める。
「東京の都市づくり通史（東京都都市づくり公社、2019/編纂委員長）
」
、
「東京 150 プロ
ジェクト（新建築社、2015/編著）
」など東京関連の著書多数。

舘鼻則孝

現代美術家
1985 年東京生まれ。東京藝術大学の卒業制作で江戸時代の花魁の高下駄から着想を得た
「ヒールレスシューズ」を制作。この試みが、米国のアーティストであるレディー・ガガの目
に留まる。
「リシンク」を創作活動の概念に掲げ、日本文化のコンテクストを再創造する作品群は世界
的に高く評価。今まで花魁、人形浄瑠璃文楽、刀剣、日本人の死生観といった伝統的価値観
に、現代的な意味を付与することで今の時代に表現する試みを続けてきた。その作品は、米国
メトロポリタン美術館、英国ヴィクトリア＆アルバート博物館などに収蔵されている。
「江戸東京きらりプロジェクト」の推進委員も務める。

ロバート キャンベル

早稲田大学特命教授
ニューヨーク市出身。日本文学研究者。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明
治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。テレビで MC やニュース・コメンテータ
ー等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組出演など、さまざまなメディアで活躍
中。YouTube チャンネル「キャンベルの四の五の YOU チャンネル」では毎週日曜と火曜日に
新作動画を発信中。

北野宏明

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長
ソニー株式会社 常務
株式会社ソニーAI CEO
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長。ソニー株式会社 常務。
株式会社 Sony AI CEO。特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構 会長。学校
法人沖縄科学技術大学院大学 教授。ロボカップ国際委員会ファウンディング・プレジデン
ト。国際人工知能学会（IJCAI）会長（2009-2011）
。The World Economic Forum（世界経済
フォーラム）AI & Robotics Council 委員（2016-2018）
、Quantum Computing Council 委員
（2019-2020）
。The Computers and Thought Award (1993)、 Prix Ars Electronica (2000)、
日本文化デザイン賞（日本文化デザインフォーラム）(2001)、ネイチャーメンター賞中堅キャ
リア賞（2009）受賞。ベネツィア・建築ビエンナーレ、ニューヨーク近代美術館（MoMA）
等で招待展示行う。

宮坂学

東京都 副知事
宮坂学は、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出し、都民が質の高い生活を送ること
ができる東京版 Society 5.0「スマート東京」の実現に向け、デジタルに関連する様々な施策を
推進しています。
宮坂は IT 大手・ヤフー株式会社に 20 年以上勤務し、会長職を務めるなど、企業経営者とし
て経験を積みました。ヤフー退社後、2019 年７月に東京都参与に就任し、世界最高のモバイル
インターネット網の建設を目標とする「TOKYO Data Highway 基本戦略」を打ち出しました。
同年９月、民間から 12 年ぶりとなる副知事に起用されて以降は、さらに精力的にプロジェク
トの推進に取り組んでいます。
また、世界・アジアの金融ハブとしての「国際金融都市・東京」の実現に関する施策を担当
し、世界中の金融系企業・人材の誘致、資産運用業や Fintech 産業の育成、グリーンファイナ
ンスの活性化に向けた戦略の検討などに取り組んでいます。

星野佳路

星野リゾート代表
1960 年長野県軽井沢生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業後、米国コーネル大学ホテル経
営大学院修士を修了。帰国後、91 年に先代の跡を継いで星野温泉旅館(現星野リゾート) 代表
に就任。以後、経営破綻したリゾートホテルや温泉旅館の再生に取り組みつつ、
「星の や」
「界」
「リゾナーレ」
「OMO(おも)」
「BEB(ベブ)」などの施設を運営する“リゾート の革命
児”。2003 年には国土交通省の観光カリスマに選出された。

中曽宏

東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）会長
1978 年東京大学経済学部卒、日本銀行入行。国際決済銀行（BIS）出向、2003 年金融 市
場局長などを経て、2008 年理事、2013 年副総裁。日本銀行での 39 年間、主に金融シ ステ
ムとグローバル金融市場の危機管理や量的緩和政策の出口政策を指揮。2018 年同 行退職、株
式会社大和総研理事長。2019 年 4 月一般社団法人東京国際金融機構（FinCity Tokyo）会長。

井本直歩子

オリンピアン
3 歳から水泳を始め、14 歳で 1990 年広島アジア大会選手団最年少出場を果たし、50m 自由
形３位。1996 年、アトランタオリンピック 4 × 200m リレー4 位入賞。五輪後、渡米し、サ
ザンメソジスト大卒業。2000 年シドニー五輪選考会後、競技引退。慶應義塾大学卒業。英・マ
ンチェスター大学大学院紛争復興支援修了後、2003 年より JICA(独立行政法人 国際協力機構）
シエラレオネ、ルワンダの紛争復興支援に従事。2007 年から国連児童基金(ユニセフ)の職員と
してスリランカ、ハイチ、マリ等で紛争・災害化の教育支援に従事。今年に入りユニセフを休
職し、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会ジェンダー平等推進チームアドバイザー
に就任。今年に入り、一般社団法人 SDGs in Sports を立ち上げ、アスリートやスポーツ界関
係者の勉強会を開催している。

TMC ウェブサイトには、講演者プロフィールに加え、講演概要も掲載しています。

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/

■TMC オンラインサービスの概要
TMC ウェブ（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/）
お知らせ、ホストシティ東京の情報、資料集、大会関連情報リンク集、全国自治体情報などをまとめ
て掲載する情報ホームです。
TMC メール
大会関連、東京都関連、都内の新型コロナ感染症関連の最新情報を朝夕 2 回配信します。
TMC オンラインブリーフィング（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/briefing/）
東京都からの情報を毎日動画でお伝えします。質疑応答の仕組みも準備中です。プログラムの詳細に
ついては追ってご案内します。
（以下、日時は日本標準時）
◆TMC ブリーフィング： 大会関連、東京都、新型コロナに関連する最新情報をお伝えします
実施： 2021 年 7 月 23 日（金）～8 月 8 日（日）の 12:30～13:00（予定）
2021 年 8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日）の 12:30～13:00（予定）
◆TMC トーク： 東京の現状や未来について、都知事や有識者が語ります
実施： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 14:00～14:40（予定）
2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 14:00～14:40（予定）
オンラインコンシェルジュ（URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/press/）
東京都に関連する取材・撮影に関する質問・相談をウェブ上で受け付け、オンラインコンシェルジュ
がお答えします。
実施： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 8:00～22:00
2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00
【東京都メディアセンター（Tokyo Media Center、略称 TMC）について】
東京 2020 大会において取材活動を行う国内外メディアを支援するために東京都が提供するオンラインサ
ービス・取材拠点です。大会関連情報のほか、開催都市東京の情報を発信していきます。東京 2020 大会組
織委員会が東京ビッグサイトに設置するメインプレスセンター（Main Press Centre、MPC）や国際放送セ
ンター（International Broadcast Centre、IBC）とは別の取材拠点です。
▮ ウェブサイト
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/
▮ 施設
開館日程：

アクセス：
サービス：

2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 9 日（月）の 8:00～22:00
2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00
※７月 19 日（月）
、20 日（火）はプレオープンを予定。
東京スポーツスクエア 2 階・3 階（住所：東京都千代田区丸の内 3-8-3）
JR・東京メトロ有楽町駅から徒歩 1 分
ワークスペース、ラウンジ
インフォメーションデスク
約 120 席ご用意し、取材活動のための作業 施設利用に関するお問い合わせに対応しま
環境を整えます。また飲料提供コーナーを
す。初回入館時に、メディアキット（東京都
設置し、各種飲み物もご用意いたします。
のグッズ等）をお渡しします。
日本の魅力 PR ブース
日本産酒類 PR ブース
日本政府観光局（JNTO）が様々な地域や
国税庁が日本産酒類を紹介します。
伝統文化などの魅力を伝えます。
インターネット接続
会員向け専用 Wi -Fi をご利用いただけます。

※施設内の新型コロナ対策や入館方法など、詳しい情報は随時 TMC ウェブサイトで更新します。

【問い合わせ先】
▮ メディア登録手続に関すること
東京都メディアセンター 運営事務局
Email: inquiry@tokyo.mediacenter.jp

▮ その他、TMC に関すること
東京都政策企画局政策調整部政策調整課
オリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンター担当
Email: tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp

