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Dear colleagues,
We are sending you Vol.13 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
①Governor Koike’s comments on the Closing Ceremony and video of the ceremony
②Tokyo 2020 Games related articles featured in TOKYO UPDATES
(2) Tokyo and Los Angeles sign an MoU on exchange and cooperation
(3) Governor Koike and the mayors of Paris and Los Angeles issue a message
(4) Governor Koike participates in the U20 Mayors Summit

(1)Tokyo 2020 Games related information
We would like to thank all of you again for your understanding and support of the Tokyo 2020 Games.
The Paralympic Games, which came to a close on September 5th, gathered many para athletes and
officials from around the world, bringing us many moments of inspiration and giving us courage and
hope. The following information is related to the Tokyo 2020 Games
① Governor Koike’s comments on the Closing Ceremony and video of the ceremony
Click here to view Governor Koike’s comments.
To view the Tokyo 2020 Paralympic Games Closing Ceremony, please use the following link to the
Tokyo 2020 Organising Committee website.
https://olympics.com/tokyo-2020/en/paralympics/news/unity-and-diversity-tokyo-bids-farewell-tothe-paralympic-games-in-a-spectacular
② Tokyo 2020 Games related articles featured in TOKYO UPDATES
Transcripts of the “TMC Talks” given by Governor Koike and experts, which were originally
streamed by the Tokyo Media Center (TMC) during the Games, are now available on the TOKYO
UPDATES website.
This time, we would like to introduce Governor Koike’s TMC Talk on the significance of the Tokyo
2020 Paralympic Games and our initiatives with a view to the post-Games legacy. Please use the
following link to view the transcript.
Tokyo 2020 Paralympic Games and Our Efforts｜ TMC Talks Vol.8

In addition, a TOKYO UPDATES newsletter will be launched in October. We look forward to
receiving your registration. Please click here to view a sample newsletter.
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/subscribe.html

(2) Tokyo and Los Angeles sign an MoU on exchange and cooperation
On Friday, August 27th, Governor Koike and Mayor Eric Garcetti of Los Angeles concluded an
agreement to deepen cooperation between the two cities in areas such as the environment and
promoting gender equality. Since signing an agreement in 2018, the cities have also developed ties as
host cities of the Tokyo 2020 Games and LA 2028 Games. Click here to view the Memorandum of
Understanding between the City of Los Angeles and the Tokyo Metropolitan Government.

(3) Governor Koike and the mayors of Paris and Los Angeles issue a message
The leaders of Olympic and Paralympic Games host cities, Governor Koike (Tokyo 2020), Mayor Anne
Hidalgo (Paris 2024), and Mayor Eric Garcetti (Los Angeles 2028) issued a video message to mark the
conclusion of the Tokyo 2020 Games. In the message, Governor Koike explains that Paris and Los Angeles
will carry on the legacy of the Tokyo 2020 Games by delivering a sustainable, diverse, and inclusive
Games. She also expresses her hope that the three cities will work together to achieve a sustainable
recovery and build an even brighter future.

(4) Governor Koike participates in the U20 Mayors Summit
On Friday, September 3rd, the Urban 20 (U20)* Mayors Summit, a hybrid online and in-person conference,
was held in Rome, Italy, gathering leaders of U20 participating cities and others for discussions. Tokyo, a
member of the Urban 20, participated in the summit via a video message given by Governor Koike. In the
message, Governor Koike expresses support for the U20 2021 Communiqué and introduces relevant TMG
measures. Click here to view the U20 2021 Communiqué.
*Urban 20 (U20): Recognizing that cities have a crucial role to play in the realization of a sustainable and
inclusive world, the U20 provides a platform for cities to deliver their experiences and opinions to national
leaders in order to have them reflected in G20 talks.

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 13 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小池知事のコメント及び閉会式の様子について
②TOKYO UPDATES より東京 2020 大会関連記事を紹介
（2）東京都とロサンゼルス市の交流・協力に関わる合意書を締結
（3）東京都知事・パリ市⻑・ロサンゼルス市⻑による三都市メッセージを発出
（4）U20 メイヤーズ・サミットへの知事参加
（1）東京 2020 大会関連情報の紹介
東京 2020 大会につきましては、改めて関係の皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。本大会
は、世界中から多くのパラアスリートや関係者の方々が集い、数々の感動とともに、私たちに勇気と
希望を与えてくれました。本日は、東京 2020 パラリンピック競技大会の閉会を受け、小池知事のコ
メントや閉会式の様子など、東京 2020 大会関連情報をお知らせします。
① 小池知事のコメント及び閉会式の様子について
小池知事のコメントはこちらから閲覧可能です。
また、以下のリンク先から東京 2020 パラリンピック大会閉会式の様子をご覧いただけます。
大 会 組 織 委 員 会 HP ： https://olympics.com/tokyo-2020/en/paralympics/news/unity-and diversity-tokyo-bids-farewell-to-the-paralympic-games-in-a-spectacular
② TOKYO

UPDATES より東京 2020 大会関連記事を紹介

東京 2020 大会期間中、東京都メディアセンター（TMC）で配信していた小池知事や有識者が語
った「TMC トーク」の書き起こしを TOKYO

UPDATES 内でご紹介しております。

今回は、東京 2020 パラリンピック競技大会が持つ意義と大会後のレガシーを見据 えまし た東
京都の取組に関する小池知事の講演を書き起こした記事をご紹介します。
Tokyo 2020 Paralympic Games and Our Efforts｜ TMC Talks Vol.8

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。皆様の登録 をお 待

ちしております。メルマガサンプルはこちらからご覧になれます。

(2) 東京都とロサンゼルス市の交流・協力に関わる合意書を締結
８月 27 日（金）、小池知事とエリック・ガルゼッティ

ロサンゼルス市長が、両都市の交流深 化に

向け、環境や男女平等参画などの分野で合意書を締結しました。両都市は、2018 年の合 意書 締結以
来、2020 年、2028 年のオリンピック・パラリンピック大会ホストシティとしても関係を築い てきま
した。「東京都とロサンゼルス市の交流・協力に関わる合意書」は、こちらからご確認いただ けます。

（3）東京都知事・パリ市長・ロサンゼルス市長による三都市メッセージを発出
東京 2020 大会の閉会を受けて、大会のホストシティの首長である小池知事、アンヌ・イダルゴ
リ市長（2024 大会）及びエリック・ガルゼッティ

パ

ロサンゼルス市長（2028 大会）によるビデオメッ

セージを発出しました。小池知事は、サステナビリティや多様性・包摂性などのレガシーを東 京から
パリ、ロサンゼルスにも引き継いでいくとともに、サステナブル・リカバリーの実現に向けて 、三都
市が連携し、より良い未来を作り上げていきたいと述べました。

（4）U20 メイヤーズ・サミットへの知事参加
９月３日（金）に※U20 のメイヤーズ・サミットがイタリア・ローマ市の現地とオンラ インと のハ
イブリット形式で開催され、U20 参加都市の首長等が議論を行いました。U20 の一員である東 京都は、
小池知事のビデオメッセージを通じて参加しました。ビデオメッセージの中では、小池知事が ６月に
発出された 2021 年の U20 コミュニケを支持する立場を表明し、コミュニケに関連する都の施 策を紹
介しました。U20 コミュニケはこちらからご覧いただけます。
※U20…持続可能で包摂的な世界の実現のためには都市が重要な役割を担うとの認識を立 ち、 国家
レベルの G20 の議論に、都市の経験や意見を反映させることを活動主旨とした都 市のプ ラ
ットフォーム
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。

