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４月 

【チューリップ開花】 

オランダ大使館から寄贈された 800本のチューリップが開花した。 

開花期間：令和３年３月下旬～４月上旬 ２週間程度 

場  所：役場南側花壇 

  
 

【会計年度任用職員採用】 

マレーシア留学生の TANG WEN SHI（タン・ウェンシー）さんを MIYOSHIオリ

ンピアード推進課付けで会計年度任用職員として採用した。 

任用期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日（継続予定） 

 
 

【オランダ王国大使館チューリップ鑑賞会】 

実 施 日：令和３年４月１３日（火） 

参 加 者：駐日オランダ王国大使 ペーター ファン・デルフリート閣下 

     町長  林 伊佐雄 

その他  町職員２名 

開 催 地：オランダ大使館 
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【マレーシアパラリンピック委員会との ZOOM会議】 

マレーシアパラリンピック委員会（PCM）とトレーニングキャンプについて

情報共有を行った。 

実 施 日：令和３年４月１５日（木）１６：００～１７：００ 

場  所：役場４階 ４０１会議室（オンライン会議） 

参 加 者：PCM 事務総長  ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

PCM 事務担当者 ジェニファー・ウォン 

その他   町職員６名 

 

５月 

【ホストタウン登録自治体オンライン会議（ZOOM）】 

実 施 日：令和３年５月６日（木）１０：００～１２：００ 

場  所：役場３階 Web会議室（オンライン会議） 

参 加 者：MIYOSHI オリンピアード推進課 ５名 

 

【会計監査】 

実 施 日：令和３年５月２１日（金）１３：００～１４：００ 

場  所：総合体育館３階 会議室２ 

 

【総会】 

コロナウイルス感染拡大防止のため、書面決議にて開催した。 

配 布 日：令和３年５月２４日（月） 

議 決 日：令和３年６月 ４日（金） 

 

【オランダ柔道連盟と ZOOM会議】 

トレーニングキャンプについて、オランダ柔道連盟（JBN）と練習会場であ

る淑徳大学との情報共有、確認を行った。 

実 施 日：令和３年５月２６日（水）１７：００～１９：００ 

場  所：役場３階 ３０１会議室（オンライン会議） 

参 加 者：JBN ハイパフォーマンスマネージャー 

         パスカル・ベッカー 

NOC 代表パフォーマンスマネージャー 

         フランス・ヴァン・ダイケ 

女子柔道チームコーチ ミヒャエル・バジンスキ 

淑徳大学女子柔道部監督 野瀬 英豪 

町長      林  伊佐雄 

その他         通訳、キャンプ受託業者 1名、 

町職員５名  
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６月 

【マレーシアパラリンピック委員会との ZOOM会議】 

実 施 日：令和３年６月４日（金）１６：００～１７：００ 

場  所：役場３階 ３０３会議室（オンライン会議） 

内  容：トレーニングキャンプの情報共有 

参 加 者：PCM 事務総長  ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

PCM 事務担当者 ジェニファー・ウォン 

その他   町職員５名 

  
 

【県内ホストタウン登録自治体連絡会議（ZOOM）】 

実 施 日：令和３年６月１１日（金）１４：００～１５：００ 

場  所：役場５階 ５０２会議室（オンライン会議） 

参 加 者：MIYOSHI オリンピアード推進課 ２名 

 

【オリパラ選手応援メッセージ動画撮影】 

 オランダ女子柔道チームとマレーシアパラリンピック選手団に向けて、応援

メッセージ動画を撮影した。 

実 施 日：令和３年６月１７日（木）・６月１９日（土） 

場  所：淑徳大学 

参 加 者：淑徳大学女子柔道部、淑徳大学学生 

  
 

【オランダ・マレーシアのトレーニングキャンプに係る非接触型交流事業】 

町内小学５・６年生を対象とした非接触型のホストタウン交流事業を実施。 

講  師：タン・ウェンシー（MIYOSHI オリンピアード推進課） 

内  容：講師によるオランダまたはマレーシアの紹介 

     オリパラ選手応援メッセージ動画撮影 

     七夕飾りを用いた応援メッセージ作成 
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日時 学校・対象 内容 

令和 3年 6月 23日 

11：15～12：00 
竹間沢小学校・5年生 オランダ授業 

令和 3年 6月 25日 

13：30～14：15 
上富小学校 ・5、6年生 オランダ授業 

令和 3年 6月 29日 

10：40～11：25 
藤久保小学校・5年生 マレーシア授業 

令和 3年 7月 1日 

10：45～11：30 
竹間沢小学校・6年生 マレーシア授業 

令和 3年 7月 1日 

13：55～14：40 
唐沢小学校 ・5年生  オランダ授業 

 

  
 

   
 

【オランダ大使館出張オンライン授業】 

 オランダ大使館から講師を招き、オランダの歴史、社会、文化、自然等につ

いて学ぶことで異文化理解力を身につける授業を実施した。 

実 施 日：令和３年６月２４日（木）１０：５０～１１：４０ 

場  所：役場５階 ５０１会議室から Google Meet 

講  師：オランダ大使館 ヴィラ・ファン・ライン氏（Vera van Rijn） 

内  容：講師紹介・レッスン・感想発表 

参 加 者：町立中学校２年生 約３４０人 

     （三芳中学校   約１４０人・三芳東中学校  約１３０人・ 

藤久保中学校  約 ７０人）
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【ユリ開花】 

４月１３日にチューリップ鑑賞会でオランダ大使館からお土産として贈呈さ

れたユリの球根が育ち、開花した。 

開 花 日：令和３年６月２７日（日） 

場  所：三芳町役場３階 町長室 

  
 

【ゴッホとオランダ油絵ワークショップ】 

オランダの有名な画家であるゴッホになりきって油絵を描き、オランダにつ

いての理解を深めるイベントを開催した。 

実 施 日：令和３年６月２７日（日）１３：２０～１６：００ 

令和４年２月 ５日（土）１３：２０～１６：００ 

令和４年２月 ６日（日）１３：２０～１６：００ 

場  所：コピスみよし２階 ミニホール 

内  容：ゴッホとオランダのお話会と油絵体験（各回共通） 

参 加 者：計６０名（各回定員２０名） 
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７月 

【マレーシア大使館出張対面授業】 

 マレーシア大使館から講師を招き、マレーシアの歴史、社会、文化、自然等

について学ぶことで異文化理解力を身につける授業を実施した。 

日時 場所 ６年生の人数 

令和 3年 7月 2日（金） 9:40～10:25 竹間沢小学校 約 53名 

令和 3年 7月 2日（金）11:45～12:30 唐澤小学校 約 77名 

令和 3年 7月 9日（木） 9:40～10:25 三芳小学校 約 84名 

令和 3年 7月 9日（木）11:35～12:20 藤久保小学校 約 122名 

令和 3年 7月 9日（木）13:30～14:15 上富小学校 約 21名 

講  師：マレーシア大使館 タンゲスワリー パレスワラン一等書記官 

（Ms.Thangeswary Paleswaran） 

内  容：講師紹介・レッスン・質疑応答・感想発表 

参 加 者：町立小学校６年生 約３５７名 

   
 

【オリンピック聖火リレー】別冊のとおり 

 

【共生社会ホストタウン事業 5自治体の会議】 

実 施 日：令和３年７月８日（木）１１：００～１２：００ 

場  所：役場３階 Web会議室（オンライン会議） 

参 加 者：MIYOSHI オリンピアード推進課 ２名 

 

【オランダ女子柔道チームトレーニングキャンプ】 

実施期間：令和３年７月１７日（土）～７月２３日（金） 

参 加 者：オランダ女子柔道チーム ５名 

 階級 氏名 備 考 

選手 
70Kg級 Sanne van Dijke

サンネ・ヴァン・ダイケ
 

25歳。世界ランク 3位。 

2021世界柔道選手権 3位。 

78kg超級 Tessie Savelkouls
テシー・サフェルクルス

 29歳。世界ランク 17位。 

コーチ Michael Bazynski
ミヒャエル・バジンスキ

 
62歳。ドイツ人。 

1988ソウルオリンピック 86kg級 

理学療法士 Marco van Luijk
マーコ・ファン・ラウク

  

スパーリングパートナー Geke van den Berg
ゲイケ・ヴァンデンベーグ

 26歳。世界ランク 32位。 
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宿 泊 地：EJアニメホテル 

（所沢市東所沢和田 3丁目 31-3ところざわサクラタウン６F） 

練習施設：淑徳大学武道場、三芳町総合体育館ランニングコース 

 

・トレーニングについて 

実 施 日：令和３年７月１８日（日）～７月２２日（木） 

練習施設：淑徳大学武道場、三芳町総合体育館ランニングコース 

練習相手：なし ※住民との接触不可のため練習相手はチーム内 

  
 

・宿泊について 

宿 泊 地：EJアニメホテル 南北棟貸切対応 

宿泊日数：６泊７日 

部 屋 数： 14 部屋（客室として 5部屋、ミーティングルーム、） 

食  事：朝夕食付き（７月２０日から昼食も追加） 
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・食事について 

 一般客と動線を分離し、夕朝食ともホテル内レストランの個室でプレート

ごとに提供した。夕朝食の一部にはみよし野菜を使用。昼食は弁当/ケータ

リングを用意し、ホテルの客室でお取りいただいた。体重制限のために食事

の変更希望を受け、昼食を 4日目からホテルのレストラン食に変更した。 

場  所：EJアニメホテル内レストラン、客室 

提供回数：朝・昼・夜・各６回 

   
 

・移動について 

送  迎：①成田空港   →EJアニメホテル 

     ②EJ アニメホテル→三芳町役場  →選手村 

移  動：③EJ アニメホテル→淑徳大学 

     ④淑徳大学    →EJアニメホテル 

⑤EJ アニメホテル→総合体育館 

⑥総合体育館   →EJアニメホテル 

 

・交流事業について 

①歓迎セレモニー 

来日初日、宿泊施設に到着した選手たちに歓迎セレモニーを行い、エールを

送った。直接の対面ではなく、選手たちと別室にいる職員とを中継し、感染症

対策をとった。 

実施日：令和３年７月１７日（土）１２：３０～ 

場  所：EJアニメホテル ロビー 

参加者：２４名 

オランダ女子柔道チーム５名 

町 長 林  伊佐雄 

副町長 大野 佐知夫 

教育長 古川 慶子 

議 長 小松 伸介 

その他 町職員 14名、通訳１名 

内 容：ウェルカムメッセージ、記念撮影 
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②公開練習（Facebook でライブ中継） 

アテンド担当者により、選手の応援風景を町公式 Facebook のライブ機能で

中継した。 

実施日：令和３年７月１８日（日）１０：３０～１１：３０ 

          ２０日（火）１０：３０～１１：３０ 

※２１日以降はコーチの要請により非公開 

場 所：淑徳大学 武道場 

   
 

③公開練習（対面） 

 観覧者の人数制限・選手との動線分離をした上で、武道場内にいる選手を外

から観覧する形式で公開練習を行い、観覧者が激励を送った。 

実施日：令和３年７月２２日（木）１０：３０～１１：３０ 

場 所：淑徳大学 武道場 

観覧数：約３０名（淑徳大学、三芳町柔道連盟） 
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④学校巡回 

 宿泊地から練習会場に向かうバスが三芳町立の全８校の小中学校を巡回し、

児童生徒が選手に向けたエールを送った。 

実施日：令和３年７月１９日（月）９：４０～１０：０５ 

２０日（火）９：５５～１０：１１ 

場 所：三芳町立全小中学校 

参加者：三芳町立全小中学校の児童生徒 

経 費：移動費に含む 

 

７月１９日（月） 

時間 場所 

9:10発  EJアニメホテル 

9:40着 

9:43発  
竹間沢小学校 

9:48着 

9:51発  
三芳東中学校 

9:52着 

9:55発  
唐沢小学校 

9:56着 

9:59発  
藤久保中学校 

10:02着 

10:05発  
藤久保小学校 

10:15着  淑徳大学 

７月２０日（火） 

時間 場所 

9:30発 EJアニメホテル 

9:55着 

9:58発 
上富小学校 

10:03着 

10:06発 
三芳中学校 

10:08着 

10:11発 
三芳小学校 

10:15着 淑徳大学 

 

 

  



⑤見送り（壮行会） 

 トレーニングキャンプを終え、選手村に向かう選手たちの見送りを行った。 

実施日：令和３年７月２３日（金祝）１０：００～１０：３０ 

場  所：三芳町役場第 1駐車場 

参加者：約５０名 

オランダ女子柔道チーム４名※理学療法士のみ同日朝便にて帰国 

町 長 林  伊佐雄 

教育長 古川 慶子 

議 長 小松 伸介 

協 力 金管八重奏、通訳 

その他 個人サポーター、住民、町職員 約４０名 

内 容：「アイーダ行進曲」等演奏、オランダ王国国歌演奏、選手紹介、 

    町長あいさつ、コーチ・選手あいさつ、三芳町からプレゼント、 

オランダチームからプレゼント、記念撮影、見送り 

  

  

 

  



13 

 

【元木博紀選手応援グッズ作成】 

東京 2020大会の男子ハンドボールの代表選手となった

三芳町民の元木博紀選手（大崎電気 OSAKI OSOL 所属）を

応援するため、横断幕と懸垂幕を作成し、みよし大崎ハ

ンドボールチームによる応援寄せ書きを届けた。 

場 所：役場庁舎西側（懸垂幕）・ 

藤久保小学校交差点（横断幕） 

 

  

 

８月 

【オランダ女子柔道チーム見送り】 

実施日：令和３年８月２日（月） 

場 所：成田空港 

参加者：オランダ女子柔道チーム５名 

町長  林  伊佐雄 

その他 町職員７名 
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【マレーシア ZOOM 会議】 

実施日：令和３年８月１６日（月）１６：００～１７：００ 

場 所：役場３階 町長室（オンライン会議） 

内 容：マレーシアと三芳町の交流について 

参加者：PCM会長 ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン 

在マレーシア日本国大使    岡 浩 

町長         林 伊佐雄 

その他 マレーシア側の関係者３名、町職員３名 

  

 

【パラリンピック聖火ビジット】 

実施日：令和３年８月１９日（木）１２：１５～１７：１５ 

場 所：朝霞中央公園陸上競技場・三芳町役場 1階ロビー 

内 容：集火式で灯された埼玉県の聖火を分火し、ランタンに入れて三芳町へ

持ち帰り展示した。ランタンとともに東京 2020パラリンピックに出

場するマレーシア選手団紹介等の掲示を行い、三芳町がマレーシア

のホストタウンであることのＰＲを実施した。 

観覧者：約１００名 

朝霞中央公園 

陸上競技場 
三芳町役場 

集火式 

↓ 

聖火点灯 

↓ 

聖火リレー 

↓ 

出立式 

 

 

ランタン展示 

↓ 

↓ 

聖火消灯 

分火 
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【ＷＥ ＴＨＥ １５】 

WE THE 15のイメージカラーである紫色のライトを点灯した。 

実施日：令和３年８月１９日（木）１３：００～１４：３０ 

場 所：役場３階 町長室（オンライン会議） 

参加者：PCM会長  ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン 

PCM事務総長 ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

町長   林 伊佐雄 

その他  町職員４名、マレーシア側の関係者・記者 
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【マレーシア応援タオル贈呈】 

マレーシアパラリンピック選手団全員分の応援タオルを事務局長に届けた。 

到着日：令和３年８月２０日（金） 

場 所：相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 

参加者：PCM事務総長 ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

  

 

【マレーシア首相による選手団への激励会】 

マレーシア首相によるパラリンピック選手団への激励会にオンラインで参加

した。 

実施日：令和３年８月２４日（火）１３：００～１３：３０ 

場 所：役場３階 応接室（オンライン会議） 

参加者：マレーシア首相 イスマイル・サブリ・ヤアコブ 

PCM会長   ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン 

PCM事務総長  ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

PCM選手団   マレーシアパラリンピアンら多数 

町長    林 伊佐雄 

その他   町職員２名 
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９月 

【マレーシアパラリンピック委員会来庁】 

実施日：令和３年９月５日（日） 

場 所：三芳町役場１階ロビー、３階町長室、総合体育館等 

内 容：視察、懇談会 

参加者：PCM会長  ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン 

PCM事務総長 ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル 

マレーシア選手団嘱託カメラマン 

      カイル・オーファ・ビン・モハメド・ユソ 

町長   林 伊佐雄 

副町長  大野 佐知夫 

教育長  古川 慶子 

議長   小松 伸介 

その他  町職員約 15 名、通訳１名 
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【マレーシア選手見送り】 

実施日：令和３年９月６日（月） 

場 所：成田空港 

参加者：PCM会長    ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン 

走り幅跳び金メダル アブドゥル・ラティフ・ビン・ロムリー 

男子バドミントン・シングルス金メダル 

        チェア・リク・ハウ 

その他    町職員４名 

  

 

【共生社会ホストタウンサミット福島（オンライン）】 

実施日：令和３年９月１１日（土）１３：００～１５：００ 

 

【表彰状】 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、優れたホスト

タウン交流を実施したことにより、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会より表彰状を授与された。 

受理日：令和３年９月２９日（水） 

 

１０月 

【オランダ大使館訪問】 

実施日：令和３年１０月５日（火） 

場 所：オランダ大使館 

参加者：駐日オランダ王国大使 ペーター ファン・デルフリート閣下 

    町長     林 伊佐雄 

    その他    町職員３名、通訳  
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【マレーシア大使館訪問】 

実施日：令和３年１０月５日（火） 

場 所：マレーシア大使館 

参加者：在東京マレーシア国大使 ダト・ケネディ・ジャワン閣下 

    町長      林 伊佐雄 

    その他     町職員３名、通訳 

  

 

１１月 

【駐日マレーシア大使感謝状贈呈】 

実施日：令和３年１１月１０日（水）１６：００～１６：３０ 

場 所：役場３階３０１会議室 

内 容：出迎え・マレーシア国歌独唱・感謝状及び花束贈呈 

参加者：在東京マレーシア国大使   ダト・ジャワン・ケネディ閣下 

町長  林 伊佐雄 

副町長 大野 佐知夫 

教育長 古川 慶子 

議長  小松 伸介 

その他 マレーシア側の関係者３名、町職員約５０名 
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１２月 

【チューリップ植栽】 

オランダ大使館から寄贈されたチューリップ球根 1,000個のうち、600個を

植栽した。ほか 400 個は町内小中学校 8校に 50個ずつ配布を行った。 

実施日：令和３年１２月１０日（土） 

場 所：役場南側花壇  

参加者：１０名程度（町長 林 伊佐雄、他）

  

 

【MIYOSHIホストタウンメモリーズコンサート】 

実施日：令和３年１２月２５日（土）１５：００開演 １４：１５開場 

場 所：コピスみよしホール 

内 容：オリンピック・パラリンピックにゆかりのある音楽の演奏ととも

に、オランダ、マレーシアと三芳町とのこれまでの交流を映像で振

り返る。また、オランダ、マレーシアのメダリストもオンライン等

で出演し、大会のエピソードや三芳町への思いをお話しいただく。 

出演者：吹奏楽演奏  ブラス・エクシード・トウキョウ 

司会    朝岡 聡（フリーアナウンサー） 

オリンピアン  元木 博紀（男子ハンドボール代表）※動画出演 

     サンネ・ファン・ダイケ※動画出演 

      （ｵﾗﾝﾀﾞ女子柔道 70kg級銅メダル） 

パラリンピアン アブドゥル・ラティフ・ビン・ロムリー 

     （ﾏﾚｰｼｱ男子走り幅跳び T20金メダル） 

     チェア・リク・ハウ 

     （ﾏﾚｰｼｱ男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･ｼﾝｸﾞﾙｽ SU5金メダル） 

     チュー・ウェイ・ルン 

     （ﾏﾚｰｼｱボッチャ・個人 BC1金メダル） 

     ジョン・イー・キェ 

     （ﾏﾚｰｼｱ男子ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 107kg 級銀メダル） 
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PCM    ダト・シリ・メガット・D・シャリーマン会長 

     ダト・スブラマニアム・ラマン・ナイル事務総長 

     ジェニファー・ウォン事務担当者 

聖火ランナー 三木 峻翔 

参加者：１３７名 

経 費：チケット補助 36,000円（ホストタウン交流推進実行委員会費） 

サポーター及びその家族に対して、チケット料金 1,000円分の補助

を実施（通常料金 一般 3,000 円・学生 1,500円） 

補助単価 補助人数 補助金額 

1,000円 36名 36,000円 

 

・演奏プログラム 

第１部 

「ドラゴンクエスト 1」序曲 

映画「ハリーポッター」より 

「ファイナルファンタジー」より 

第２部 

「炎のランナー」テーマ 

映画「海の上のピアニスト」より 

「You Raise Me Up」 

「クロノ・クロス」メドレー 

この素晴らしき世界（アンコール） 

 

  

  



22 

 

・ブース 

コピスみよし１階ホワイエにて各ブースを展示 

  

 

・グッズ販売（オランダポロシャツとマレーシアタオルのセット） 

 

 

通年 

【オリンピアード給食】 

町立小中学校の給食に国際感覚・異文化間隔を養うオランダ・マレーシアの

料理を提供した。 

学期 日程 国 

１学期 
７月 ６日（火） マレーシア 

７月１５日（木） オランダ 

２学期 
９月 ７日（火） マレーシア 

１０月２２日（金） オランダ 

３学期 
１月３１日（月） マレーシア 

２月２８日（月） オランダ 

 


