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Dear colleagues,
We are sending you Vol.17 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) Governor Koike participates in a WHO webinar on the infectious hazards foresight
initiative (Dec. 10)
(2) Vision Network by Female Governors and Mayors Conference (Oct. 23)
(3) Tokyo Global Partners Seminar (Nov. 24)
(4) Introduction to information on COVID-19
①BBC article: “Japan: From vaccine hesitancy to vaccine success”!
②The 8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference (Oct. 27-28)
(5) Holiday season articles from the TOKYO UPDATES website

(1) Governor Koike participates in a WHO webinar on the infectious hazards foresight
initiative(Dec. 10)
Governor Koike participated in a webinar held by the WHO on December 10th. At this seminar, she
spoke about matters including the key to the success of the Tokyo 2020 Games and its legacy, and the
infection risks in a megalopolis and the response taken.
Please visit the WHO website for the proceedings of the webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=NAf7lG1M4dI
You can view the statements made by Governor Koike at the following URL.
https://youtu.be/NAf7lG1M4dI?t=2779

(2) Vision Network by Female Governors and Mayors Conference (Oct. 23)
With the aim for Japan as a whole to support the empowerment of women, the Tokyo Metropolitan
Government held the third conference of the Vision Network by Female Governors and Mayors on October
23rd. Eleven women ambassadors to Japan also participated in the conference, providing their views and
messages of encouragement as women standing on the frontlines.
Click on the following link to see the proceedings of the event.
https://www.bijonet.tokyo/en/

(3) Tokyo Global Partners Seminar (Nov. 24)
The Tokyo Metropolitan Government organized the Tokyo Global Partners Seminar, which gathered workinglevel officials from the international sections of city governments around the world, on November 24th. This
marked the sixth time for this seminar to be held. Tokyo and 13 cities from five continents gave presentations
under this year’s theme of “Strengthening Cooperation between Cities for a Sustainable Recovery from the
COVID-19 Crisis.”
In a video message at the seminar, Governor Koike spoke about letting the world know about the Tokyo
Declaration on Sustainable Recovery, which presents the achievements of the Sustainable Recovery Tokyo
Forum (Re StaRT), and the launching a new international network for cities to share their knowledge and the
efforts they are taking for a sustainable recovery.
Please click here for details

(4) Introduction to information on COVID-19
COVID-19 is still raging in the world. Here we introduce an article on Japan’s vaccination situation, and the
8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference, which gathered stakeholders involved in infectious
disease response from all areas of industry, government and academia, including domestic and foreign
government agencies, civic organizations, and scientific societies.
①

BBC article: “Japan: From vaccine hesitancy to vaccine success”!
Here is a BBC article that introduces the reason behind Japan’s vaccination success.
BBC article: “Japan: From vaccine hesitancy to vaccine success” (external link)

② The 8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference (Oct. 27-28)
The 8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference was held by Nikkei Inc. (co-sponsored by
Financial Times, Tokyo Metropolitan Government). At this conference, under the theme of “Never to
Repeat the Crisis,” discussions were held with a focus on COVID-19 response based on Japan’s
experience with the fifth wave of infections.
The 8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference (external link)
The opening remarks by Governor Koike can be viewed by clicking on the following link.
NIKKEI CHANNEL: The 8th Nikkei FT Communicable Diseases Conference (external link)

(5) Holiday season articles from the TOKYO UPDATES website
A Taste of History in the Heart of Tokyo
In Japan, there is a custom of eating soba noodles, made from buckwheat flour, on New Year’s Eve. People
slurp these noodles, called toshikoshi soba (New Year’s Eve soba noodles), with hopes of breaking away
from past troubles, living a long life, and bringing in happiness.
You can learn more about soba noodles, a quintessential Japanese dish, in this article in TOKYO UPDATES.
TOKYO UPDATES features articles by prominent figures and writers, which introduce Tokyo’s policies and
appeal from a diversity of perspectives. The TOKYO UPDATES newsletter, which delivers the latest
information about this site, has now been launched. Please click here to register.

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.

参考訳

Tokyo Metropolitan Government
W H A T’ S U P

2021.12.17

Vol. 17

皆様
東京都外務部の email newsletter, Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP 第 17 号を
お送りします。

Today’s contents:
（1）
（2）
（3）
（4）

WHO（世界保健機関）主催ウェブセミナー（12/10）への小池知事の登壇
「女性首長によるびじょんネットワーク」（10/23）を開催
東京グローバルパートナーズセミナー（11/24）を開催
新型コロナウイルス感染症に関する情報の紹介

①BBC 記事「日本：ワクチン忌避から一転成功へ」
②第８回日経・FT 感染症会議（10/27~28）
（5）TOKYO UPDATES よりホリデーシーズン記事の紹介
（1） WHO（世界保健機関）主催ウェブセミナー（12/10）への小池知事の登壇
小池知事は 12 月 10 日、WHO が主催するウェブセミナーにオンラインで参加しました。このセミ
ナーの中で小池知事は、東京 2020 大会の成功の鍵やそのレガシー、大都市における感染症のリスク
や対策等について語りました。
セミナー全体の様子は主催者のホームページでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=NAf7lG1M4dI
また、以下のリンクから小池知事の発言が視聴いただけます。
https://youtu.be/NAf7lG1M4dI?t=2779

(2) 「女性首長によるびじょんネットワーク」（10/23）を開催
東京都は、日本全体で女性の活躍を後押しするため、全国の女性首長等による会議「第 3 回女性首
長によるびじょんネットワーク」を 10 月 23 日に開催しました。会議には、11 人の駐日女性大使にも
ご参加いただき、最前線で活躍する立場から意見や応援メッセージ等をいただきました
イベントの様子は、以下のリンク先からご覧ください。
https://www.bijonet.tokyo/en/

（3）東京グローバルパートナーズセミナー(11/24)を開催
東京都は、世界各都市の国際部門の実務責任者等が集う「東京グローバルパートナーズセミナー」
を 11 月 24 日に開催しました。６回目となる今年度は「コロナ危機からの持続可能な都市の復興（サ

ステナブル・リカバリー）に向けた都市間連携強化」をテーマに、東京都のほか５大陸から 13 都市
がプレゼンテーションを行いました。
小池知事は、セミナーに寄せたビデオメッセージの中で、８月に東京都が開催した「サステナブル・
リカバリー東京会議 Re StaRT」の成果として取りまとめた「サステナブル・リカバリー東京宣言」
を世界より広げていくことや、サステナブル・リカバリーに向けた各都市の知見や取組を共有する新
たな国際ネットワークを立ち上げていくことについて述べました。
詳細は、こちらにてご覧ください。

（4）新型コロナウイルス感染症に関する情報の紹介
新型コロナウイルス感染症は未だ世界中で猛威を振るっています。今回は日本のワクチン接種に
ついてのメディアの記事や、感染症対策にかかわる国内外の行政機関・団体・学会など産官学すべて
のステークホルダーを一堂に集めた国際会議「第８回日経・FT 感染症会議」について紹介します。
① BBC 記事「日本：ワクチン忌避から一転成功へ」
日本のワクチン接種の成功の理由を紹介している BBC 記事をご紹介します。
BBC 記事：「Japan: From vaccine hesitancy to vaccine success」（外部サイト）
② 第８回日経・FT 感染症会議（10/27～28）
第８回日経・FT 感染症会議が日本経済新聞社主催で開催されました（共催：Financial Times、
東京都）。本会議では、「二度と危機を繰り返さないために」をテーマとし、日本の第 5 波の経験
に基づいて COVID-19 対策に焦点を当て議論しました。
会議の内容は主催者のホームページでご覧いただけます。
「第８回日経・FT 感染症会議」（外部サイト）
また、以下のリンクから小池知事の「開会挨拶」が視聴いただけます。
日経チャンネル：「第 8 回日経・FT 感染症会議 小池百合子「開会挨拶」（外部サイト）

（5）TOKYO

UPDATES よりホリデーシーズン記事の紹介

日本では、大晦日の夜にそば粉から作る麺であるそばを食べる風習があり、このそばを特別に「年
越しそば」と呼んでいます。「年越しそば」は、新しい年を迎えるにあたって、悪いものを断ち切り、
長寿を願い、幸せを呼ぶ願いを込めて食べられます。
日本の食文化に欠かせないそばを紹介する TOKYO UPDATES の記事をご一読ください。
A Taste of History in the Heart of Tokyo

TOKYO UPDATES では、著名人等による寄稿や、一般ライターが執筆した記事を掲載し、都の施策や
東京の魅力を多様な視点から紹介する記事を配信しています。最新の情報をお届けする、 TOKYO
UPDATES のメールマガジンの配信も開始しました。こちらから登録をお待ちしています。

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。

