
 

 

２０２０年１０月５日 
ライオンズクラブ 国際協会３３０―A 地区 
クラブ会長・幹事   様 

地区ガバナー 進藤 義夫 
オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長 L 追原 篤男 

                            
“東京 2020 新国立競技場でパラリンピック選手を応援しませんか！” 

『東京 2020 パラリンピック観戦企画に関わるアンケート』のお願い 
 

拝啓 清秋の候、メンバーの皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、来年の「東京 2020パラリンピック」において、オリンピックスタジアムで行われる陸上競技観戦し

パラリンピック選手を応援する企画を近畿日本ツーリスト様と進めております。 
つきましては、ご希望人数の把握をしたく、アンケートを取らせていただきます。下記をご確認いただき、

アンケートにご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。                 敬具 

記 
 
１ 日程：  ①2021 年 8 月 27 日（金） 又は  ②2021 年 9 月 4 日（土） のいずれか 
 
２ スケジュール案：（両日とも同様） 
 

                  徒歩約 10分   都営大江戸線 
叙々苑・游玄亭（夕食）・・・・新宿駅－－－－国立競技場駅・・・・オリンピックスタジアム

「陸上競技」観戦 
16:00～17:30                                      19:00～22:00 

 
※『叙々苑・游玄亭 新宿店』  住所：東京都新宿区歌舞伎町 1-10-7 
※現地集合、解散。交通費は各自負担となります。 

 
３ 費用：  お一人様 約 20,000 円（観戦チケット代、夕食費用、取扱料金 ※飲み物は別途となります） 
 
４ 観戦競技種目：別紙をご参照下さい。 
 
５ アンケート調査： 別紙にご参加人数を記載の上、Fax にてキャビネット事務局までご返信下さい。 
           締め切り日は、2020 年 10 月 30日（金）までにご返信をお願いいたします。 
 
６ 今後のスケジュール 

今回のアンケート結果をもとに、企画内容の調整をさせていただきます。今回のご返答が正式な申込
になるわけではありませんので、ご留意願います。11 月に入りましたら、再度正式申込みのご案内をさ
せていただきます。チケットの枚数には限りがございますので、正式申込み後に日程の調整をいただく、
またはご参加いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。        以上 



東京 2020 パラリンピック 
オリンピックスタジアム 陸上競技観戦希望 アンケート 

8 月 27 日（金）または 9 月 4 日（土）いずれかにご参加 
 

                 徒歩約 10 分   都営大江戸線 
叙々苑・游玄亭（夕食）・・・・新宿駅－－－－国立競技場駅・・・・オリンピックスタジアム 

「陸上競技」観戦 
16:00～17:30                                  19:00～22:00 

         

ご注意 
※今回のアンケートは、正式なお申し込みではありません。おおよその参加希望者数を把握するためのアンケ
ートでございます。11月に入りましたら、参加希望者数に合わせて企画内容の調整をさせていただきます。
改めて正式申込みのご案内をさせていただきます。 

※お子様のお食事・チケットにつきましては、ご希望に沿うことが出来ません。あらかじめご了承ください。 

記 

メンバー様に限らず、ご家族、ご友人も含めご参加希望人数をご記入ください。 

 
■ 8 月 27 日（金） 

ご参加希望人数           名 

■ 9 月 4 日（土） 
ご参加希望人数           名 

※ご参加希望者がいらっしゃらない場合は、０と記載し必ずご返信ください。 

貴クラブ名東京             L C   会長名 L             

※締切日：10 月 30 日（金） 

※お問合せ：オリンピック・パラリンピック支援委員会 L 石田哲司 090-4061-1354 

FAXご返信先：０３－５３３０－３３７０ キャビネット事務局 

以上 



東京 2020 パラリンピック 観戦競技種⽬ 

 

⽇時: 2021 年 8 ⽉ 27 ⽇(⾦) 19:00 - 22:00 会場: オリンピックスタジアム  

男⼦砲丸投 F55 決勝           男⼦ 400m T52 決勝  
男⼦⾛幅跳 T11 決勝           男⼦ 100m T37 表彰式 
⼥⼦こん棒投 F32 決勝          男⼦ 100m T47 表彰式  
⼥⼦ 200m T37 決勝            男⼦ 5000m T54 予選 
男⼦ 100m T37 決勝                      男⼦ 400m T52 表彰式 
男⼦ 100m T47 決勝                      男⼦砲丸投 F37 表彰式 
⼥⼦ 400m T11 予選                      ⼥⼦ 400m T47 予選  
男⼦砲丸投 F37 決勝                     ⼥⼦こん棒投 F32 表彰式 
⼥⼦円盤投 F55 表彰式                   男⼦⾛幅跳 T11 表彰式 
⼥⼦ 200m T37 表彰式  
 
 
⽇時: 2021 年 9 ⽉ 4 ⽇(⼟) 19:00 - 22:00 会場: オリンピックスタジアム 
 
男⼦やり投 F41 決勝                       ⼥⼦ 200m T12 表彰式 
男⼦砲丸投 F33 決勝                       ⼥⼦ 400m T38 決勝 
男⼦⾛幅跳 T20 決勝                       ⼥⼦ 200m T47 表彰式 
男⼦ 1500m T38 決勝                       男⼦ 200m T64 表彰式 
⼥⼦ 200m T11 決勝                        男⼦ 400m T47 決勝 
⼥⼦ 200m T12 決勝                        男⼦やり投 F41 表彰式 
⼥⼦円盤投 F38 決勝                       男⼦⾛幅跳 T20 表彰式 
男⼦砲丸投 F63 決勝                       ⼥⼦ 400m T38 表彰式 
⼥⼦ 200m T47 決勝                        ⼥⼦ 100m T63 決勝 
男⼦砲丸投 F34 表彰式                     男⼦砲丸投 F63 表彰式 
男⼦ 1500m T38 表彰式                     ⼥⼦円盤投 F38 表彰式 
男⼦ 200m T64 決勝                        男⼦ 400m T47 表彰式 
⼥⼦ 200m T11 表彰式                      男⼦砲丸投 F33 表彰式 
⼥⼦ 100m T63 表彰式 
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