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スティーブン・キャーネル 

豊橋市国際交流員  
オリンピックの開催を記念する聖火リレーは1936年から各大会で行われています。太陽の光線で点火された聖火が最初にギリシャを回

り、その次に開催国に移動して各地を巡り、最終的に開会式で聖火台へ点火をすることでリレーを締めくくります。今年のリレーは3月25

日に福島県で始まり、4月6日に豊橋市を駆け抜けます。豊橋市の区間はこども未来館ここにこでスタートし、豊橋陸上競技場をゴールと

します。豊橋出身のふるさと大使である鈴木明子さんと松井玲奈さんが走ります。新幹線の初走行を記念した1964年の聖火リレーから57

年が経ち、観るのが2回目となる方もいらっしゃるでしょう。すごく楽しみですね！ 

ドイツは連邦共和国として州で構成されています。ドイツに

は全体として何州あるのでしょうか。 

A. 10   B. 16   C. 30   D. 50  

聖火リレーがやってきます！ 

クイズの答えと様々な 

スポーツ情報はこちら！ 

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ 「スポーツのまち」づくり課のSNS 左は今年のリレーのルートを示します。こども未来館ここにこから始まり、豊橋駅前を通り、そしてレインボータワーで曲がり、豊橋市陸上競技場でゴールとなります。 

右は1964年聖火リレーの豊橋区間を示します。豊川から豊橋に入って、静岡県境まで駆け抜けました。 

ドイツ応援かわり屏風を展示します！ 

全国のドイツホストタウン自治体が集まって実施している「ドイツホストタウン

横連携会議」の企画で「ドイツ応援かわり屏風」を作成しました。一面に桜の木

とメッセージ、一面に参加自治体の徽章と関連しているドイツ連邦共和国の各州

旗が示されています。豊橋市では桜の木の花びらは参加自治体の児童に徽章がつ

いているスタンプをおしてもらいました。東京2020大会に向けてドイツホストタ

ウン自治体を回って展示されますが、豊橋市は4月2日（金）から5月10日（月）

までこども未来館ここにこで展示しますので、是非ご覧ください。 
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 こども未来館  ここにこ 豊橋   陸上競技場 
豊橋駅 
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豊川市 豊橋市役所 
豊橋駅 

静岡県 豊橋市役所 
テコンドー国際大会再開！ 

ドイツテコンドー代表は約1年ぶりに国際大会に出場しまし

た！ブルガリアのソフィア市でテコンドーオープンが開催さ

れました。豊橋市がホストタウンとなっているドイツテコン

ドー代表の3人がメダルを獲得しました！その中、5月にまた

ソフィア市で開催される東京2020大会ヨーロッパ大陸予選大

会に出場するロレーナ・ブラ

ンドル選手が、銀メダルをと

りました。ボランドル選手、

ドイツテコンドー代表の皆

様、おめでとうございます！

応援しています！ 

ドイツテコンドー代表のロレーナ・ブランドル選手 
絵画：@emotenashi 

著者のクイズ 
聖火リレーの詳細はスキャン、及び

「豊橋市聖火リレー」を検索！ 



日本語は裏にあります 

March 2021 

Stephen Cannell 
Toyohashi CIR 

 

Quiz Corner 
Germany is a federal republic made up of multiple 

states. How many states are there? 

 

A. 10   B. 16   C. 30   D. 50  Find the answers and more here! facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ Follow Us on Social Media! 
The torch relay marking the opening of the Olympics has taken place at every Olympic Games since 1936. It begins its journey in 

Greece, where it is lit using the light from the sun. It then moves to the host nation, where it is passed along on its journey to the 

site of the opening ceremony, and finally used to light the Olympic cauldron, marking the start of the Games. This year’s torch relay 

began on March 25th in Fukushima, and will pass through Toyohashi on April 6th. Hometown ambassadors Akiko Suzuki and Rena 

Matsui will take part in the relay. It has been 57 years since the 1964 torch relay, which commemorated the opening of the   

shinkansen, passed through Toyohashi. There may be some who are seeing it for the second time!  

The Torch Relay Begins! 

The left image shows this year’s torch relay route. It starts at Kokoniko, passes Toyohashi Station, turns left at Rainbow Tower, and finishes at the Track and Field Stadium. 

The right images shows the 1964 torch relay. It enters Toyohashi from Toyokawa, runs along National Route 1, and finishes at the border with Shizuoka Prefecture. 

Go Germany! Flip Board Display 

The towns and prefectures around Japan serving as Host Towns for 

Germany came together to create a flip board commemorating our 

friendship and to cheer on the German athletes. On one side is a sakura 

tree and message, and on the other side are the participating city’s    

emblems and the various state flags of Germany. The sakura tree is 

made up of paper petals that were hand-stamped by the people of the 

participating towns, including children in Toyohashi. The board will be 

travelling around to the participating towns leading up to the Tokyo 

2020 Olympics and Paralympics, and will be on display at Kokoniko in 

Toyohashi from April 2nd to May 10th. Come check it out! 

International Taekwondo Returns! 

The German national taekwondo team appeared in 

their first international tournament of the year! The 

Sofia Open was held in Sofia, Bulgaria on March 6th 

and 7th. Among the members of the German national 

team, 3 of them took medals, including Lorena Brandl, 

who  took  a  silver  medal.    

Lorena will be fighting again 

in Sofia in May, when they 

hold the Tokyo 2020 Olympic 

qualifier tournament. We are 

cheering  for  Lorena  and   

everyone  on  the   German 

team!  

Lorena Brandl 

Art by @emotenashi 
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Kokoniko 

Toyohashi 
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Toyokawa 
City Hall 

Toyohashi 

Station 

Shizuoka 

City Hall 

For more details on the torch relay, scan the 

code above (Japanese only) Toyohashi Track 

and Field Stadium 


