東京 2020 NIPPON フェスティバル
オリンピック・パラリンピックは、競技のみに終わらない、地球最大規模の「平和の祭典」です。
文化プログラムは、
「平和な社会の推進」
「人類の連帯の象徴」として、オリンピック・パラリンピックに必要不可欠なものであり、新型コロナ
ウイルスが世界に生じさせた数々の分断に対して、相互理解を進めグローバルな連帯や協力を促していく力があります。
東京2020組織委員会は、世界の注目が日本・東京に集まる 2021 年 4 月から 9 月にかけて、あらゆる境界を超えた連帯の象徴となるよう、
公式文化プログラムとして、「東京 2020 NIPPON フェスティバル」を実施します。

目的

ロゴマーク
フェスティバルロゴマークは、

■ スポーツと共に、あらゆる境界を超えた連帯の象徴となり、平和な社会の実
現に貢献すること

フェスティバルの象徴となって、
全国へ拡がっていくイメージが

■ 日本の誇る文化・芸術を国内外に強く発信すること

表現されています。

■ 共生社会の実現を目指して、多様な人々の参加や交流を生み出すこと

大会エンブレムと同じ 3 種類の

■ 文化・芸術活動をとおして、多くの人々が東京 2020 大会へ参加できる
機会をつくり、大会に向け期待感を高めること

マークが描くのは「Harmonized

四角形を、同じ数組み合わせた
Checker = 調和した市松」です。

事業体系
主催

東京2020組織委員会が行う 3 つの文化プログラム

共催

地方自治体等が行う特別な文化プログラム

キャッチフレーズ
様々な人と人の出会いから生み出される「新たな文化と感動」を、フェスティ
バルらしい華やかな言葉で祝祭とともに表現しました。四季を楽しむ日本なら
ではのキャッチフレーズにより、日本中でフェスティバルとともに文化が花開く
という願いが込められています。

東京2020 NIPPON フェスティバル特設ページ

Tokyo 2020 NIPPON Festival oﬃcial website

https://tokyo2020.org/ja/events/nippon-festival/

https://tokyo2020.org/en/events/nippon-festival/

Official Partners

Supporting Partners

Associating Partners

※本リーフレットは2021年3月末日時点の情報です。詳しくは各事業のWEBサイトをご覧ください。

主催プログラム

共催プログラム

東京 2020 組織委員会は主催事業として、東京 2020 NIPPON フェスティバルの中核を成す 3 つの文化プログラムを実施します。

東京 2020 NIPPON フェスティバルでは、東京2020組織委員会が主催するプログラムに加え、全国の自治体や文化芸術団体等と連携して
実施する「共催プログラム」を行います。
共催プログラムは、東京 2020 大会を契機に実施される日本を代表する特別な文化プログラムを、大会公式文化プログラムである
NIPPON フェスティバルとして実施することで、日本が誇る文化・芸術を国内外に強く発信することを目指しています。

■ 5 月から 7 月にかけて東北復興をテーマに、東北の文化や人々との出会いをとおして、東北と東京、そして世界をつなぐプログラム。
■オリンピック大会直前期の 7 月は、日本文化の体験をとおして、子どもたちをはじめとした世界の人々が出会い、誰もが文化交流できる
特別なお祭り。
■オリンピック閉会後からパラリンピック開会までの移行期となる 8 月は、ダイバーシティ＆インクルージョンをテーマとした、多様な人の
個性とめぐり合う文化イベント。
これらのプログラムは、東京 2020 大会のビジョンやフェスティバルコンセプトを体現することで、フェスティバル全体を牽引する役割を
担っています。大会と連動しながら、新しい文化プログラムの形を示すことで、大会への期待感とオリンピック・パラリンピックムーブメント
の醸成を図るとともに、大会後の未来にレガシーを遺すことを目的としています。

しあわせはこぶ旅

Presented by ENEOS

モッコが復興を歩む東北から TOKYO へ

タイトル

開催日程

開催場所

リボーン・アートボール2020展

4月-9月

茨城県内各地（茨城県）

群馬古墳・埴輪わくわく体験プロジェクト
「星降る中部高地の縄文世界〜数千年を遡る黒曜石鉱山と
縄文人に出会う旅〜三十三番土偶札所巡り〜山梨編〜」

〜文化でつながる。文化を創る。そして美しい未来へ〜

とちぎの「宝」フェスティバル

2011 年から 10 年後、2021 年の TOKYO に東北から向かう「モッコ」
。ワークショップを通し、
東北の子どもたちのイマジネーションとともに育まれたモッコ。The Creation of TOHOKU. そ
の大きな身長は、約 10 メートル。陸前高田（岩手）
、岩沼（宮城）
、南相馬（福島）と、太
平洋岸を進む旅の途中、モッコは様々な東北の文化と人を感じます。TOKYO と東北を繋ぎ、

〜とちぎ版文化プログラムの集大成〜
ふじのくに野外芸術フェスタ 2021
静岡 宮城聰演出 SPAC 公演

アンティゴネ

2020 インターナショナル

小倉百人一首かるたフェスティバル

そして、人と人の思いを、もう一度繋ぎ直しながら。現在の東北を知り、やがて訪ねてみた
いと思う人が増えるきっかけにもなりながら。思い出を携えて、モッコはさらに歩き続けます。
みんなを笑顔にするために。たくさんのしあわせを運ぶために。バラバラな思いを、ひとつ
にするために。

伝承のたまてばこ〜多摩伝統文化フェスティバル 2021 〜

場所

岩手県

5月15日
（土）

陸前高田市 高田松原津波復興祈念公園

宮城県

5月22日
（土）

岩沼市 千年希望の丘 相野釜公園

福島県

5月29日
（土）

南相馬市 雲雀ヶ原祭場地

東京都

7月17日
（土）

東京都 新宿御苑 風景式庭園

わっさい
世界はもういちど、「わ」になれる。

オリンピック・パラリンピックで交流するのは世界中のアスリートだけではありません。子ども
たちを始め、誰もが文化交流できる場所。それがオンラインで開催される特別なお祭り「わっ
さい」
です。みんなでバーチャルに
「わ」
になり歌って踊って、
一生モノの思い出をつくりましょう。
全人類に、祝福を。
■イベント概要
日時：2021 年 7 月 18 日（日）18 時〜
（予定）
場所：オンライン開催

〜千葉から千の響き「和太鼓 1000 人打ち」
あきた民謡祭 2021
千葉・県民音楽祭

つくるハーモニー〜

〜世界に響け！みんなで

世界を巡る音楽の旅 vol.3

梅之木公園・春日居郷土資料館・釈迦堂遺跡博物館（山梨県）

多摩美術大学

4.24 - 9.12

栃木県庁ほか（栃木県）

栃木県

5.2 - 5.5

駿府城公園（静岡県）

ふじのくに野外芸術フェスタ実行委員会

5.22 - 5.30（文京区会場）
6.5 - 6.6（あわら市会場）
6.13（大津市会場）

文京シビックセンター、区民センター、講道館（東京都）

5.29 - 5.30

清風荘（福井県）

近江勧学館（滋賀県）
JR 八王子駅北口 西放射線ユーロード 横山町公園、
八王子市芸術文化会館（いちょうホール）
、

文京区、あわら市、大津市
公益財団法人東京都歴史文化財団

アーツカウンシル東京、八王子市、公

益財団法人八王子市学園都市文化ふ

れあい財団

福島県、ふるさとの祭り実行委員会

豊砂公園及びイオンモール幕張新都心内

ヨーソロー 1000人プロジェクト

6.13

秋田ふるさと村ドーム劇場（秋田県）

あきた民謡祭実行委員会

6.20

千葉県文化会館大ホール（千葉県）

千葉県

屋外ステージ（千葉県）

石川県立美術館、石川県立歴史博物館、

実行委員会

兼六園周辺文化の森等活性化推進
実行委員会、

7.3 - 9.12

プレミアムよさこい in 東京

7.4

品川インターシティホール（東京都）

7.17 - 9.11

さいたま文学館・埼玉会館（埼玉県）

埼玉県

7.17

明治神宮西参道流鏑馬馬場（東京都）

公益社団法人大日本弓馬会

江戸東京博物館（東京都）

日本芸能実演家団体協議会

東京 2020 大会記念スペシャルプログラム

サイタマ de スポーツ＆県民コンサート 2021
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
安全祈願奉納流鏑馬

江戸東京の芸能 Discover Tokyo
インクルーシブ NIPPON

Shinagawa 発 2020 能・狂言特別公演
東京 2020 オリンピック・パラリンピック能楽祭
福岡和文化プロムナード

世界和太鼓フェスティバル

日本の伝統芸能「能楽」と西洋の伝統文化「オペラ」の
融合による文化芸術発信事業

7.24 - 8.8
（期間中、土日開催）

石川県立能楽堂、石川県立伝統産業工芸館（石川県）

7.24 - 8.29

国立能楽堂、喜多能楽堂（東京都）

7.27 - 9.3

国立能楽堂（東京都）

7.29

アクロス福岡シンフォニーホール（福岡県）

8.7 - 8.8

徳島県文化の森総合公園、

徳島文理大学むらさきホール（徳島県）

8.7

神奈川県立県民ホール（神奈川県）

ツナガルアートフェスティバル FUKUOKA

8.15 - 9.3

天神中央公園、福岡県庁（福岡県）

TURN

8.17 - 8.19（TURNフェス）

東京都美術館他（東京都）

いしかわの伝統文化活性化実行委員会
2020 よさこいで応援プロジェクト
実行委員会

品川区、社会福祉法人トット基金、

公益財団法人十四世六平太記念財団
公益社団法人能楽協会、
一般社団法人日本能楽会

福岡和文化プロムナード実行委員会
徳島県
神奈川県
文化庁・独立行政法人日本芸術文化

振興会、公益財団法人国立劇場おき

なわ運営財団

ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会
東京都、公益財団法人東京都歴史文
化財団 アーツカウンシル東京・東京

都美術館、特定非営利活動法人 Artʼs
Embrace、国立大学法人東京芸術大学

その物語を次代へつなぐレガシーとして引き継いでいきます。
「完全版マハーバーラタ〜愛の章／嵐の章」

8.20 - 8.23

なかの ZERO 大ホール（東京都）

8.21 - 8.22

駒沢オリンピック公園総合運動場・体育館（東京都）

8.22

新宿区立文化センター（東京都）

8.28 - 8.29

天王洲
（天王洲運河 / キャナルイースト / キャナルウエスト）
（東京都）

8.29 - 9.12

上堰潟公園（新潟県）

①MAZEKOZE アイランドツアー
日時：2021 年 8 月 22 日（日）16 時〜
（予定）

東京キャラバン

場所：オンライン開催

国立競技場の木のコカリナが奏でるコンサート

②カガヤク ミライ ガ ミエル カナガワ 2021

〜世界中の友達に平和を〜

日時：2021 年 8 月中旬（予定）

キャナルアートモーメント品川 2021

※オンラインでも配信を予定しています。

（一社）全日本かるた協会

南相馬市雲雀ヶ原祭場地（福島県）

6.6

一人ひとり異なる個性をもつ人の物語が、

場所：神奈川県横浜市内

育 委 員 会、信 州 ザ ワメキ ア ート展
2021 実行委員会

国立劇場おきなわ（沖縄県）

■イベント概要

団、長野県芸術文化協会、長野県教

多摩美術大学美術館および多摩美術大学アートテーク（東京都）

8.7 - 8.8

みんながひとつになるような、さらに新しい物語をつむぎだし、

活性化協議会（山梨県）

4.3 - 6.20

親子のための組踊鑑賞教室「万歳敵討」

集まり、交じり合い、つながり、そして共創することで、

甲信縄文文化発信・

長野県県民文化会館（ホクト文化ホール）ほか（長野県）

共生社会の実現に向けて

個々
（ここ）
からはじまる、新しいひとつの物語。

群馬県

加賀百万石文化めぐり

とくしま音楽祭 2021

ONE -Our New Episode- Presented by Japan Airlines

南アルプス市ふるさと文化伝承館・北杜市考古資料館・北杜市史跡

協力：筑波大学

4.1 - 9.12

5.29

ヨーソロー 1000 人プロジェクト

日時

山梨県立考古博物館・韮崎市民俗資料館・韮崎市ふるさと偉人館・

八王子繊維貿易館（東京都）
ふるさとの祭り 2021

■イベント概要

4.1 - 9.12

綿貫観音山古墳ほか（群馬県）

主催：茨城県

長野県、
（一財）長野県文化振興事業

信州・アート・リングス

「現代日本画の系譜 - タマビ DNA 展」

東北復興

4.1 - 9.5

群馬県立歴史博物館及び

主催者等

〜 Art Empowerment 〜
わらアートまつり 2021

※詳細は各事業のWEBサイトにてご確認ください。

主催：
「完全版マハーバーラタ」
実行委員会

共催：公益財団法人セゾン文化財団
東京都、公益財団法人東京都歴史
文化財団アーツカウンシル東京

特定非営利活動法人日本コカリナ協会
品川区、一般社団法人天王洲・

キャナルサイド活性化協会
新潟市

