
東日本大震災復興プロジェクト	 	 

「Project Love’s 」終了のご報告  
 	 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	 

  
2 年 8 ケ月のプロジェクトを締めくくるセレモニー「折り鶴の贈呈式」を実施	 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2011 年 5 月から活動して参りました「東日本大震災復
興プロジェクト Project Love’s」を、2013年 12月 25日をもって終了いたしました。 

	 東日本大震災の被災地ならびに被災された方々の一日も早い復興を願う思いから、横浜ベイシェラ

トン ホテル＆タワーズは、支援プロジェクト「Project Love’s」を 2011 年 5 月 9 日に開始しました。
以来、ロビーでの募金活動やチャリティーコンサートを始め、宴会や宿泊では売上げの一部を支援金

とするプラン、婚礼では東北の日本酒を使ったオリジナルカクテルを披露宴で振る舞うプランなど、

約 2年 8ケ月に渡り、季節ごとに様々な形で継続的に活動を行いました。 

その結果、プロジェクトにご賛同いただいた数多くのお客様からあたたかい善意とご協力をお寄せ

いただき、11 月 30 日までの募金総額は、10,829,884 円に上りました。お預かりした募金は、日本赤
十字社を通じて被災地へ寄付する手続きを行っています。 

Project Love’s開始以来ロビーで実施してきた募金活動では、募金にご協力いただいたお客様に被災
地へのメッセージを書いた折り紙で鶴を折っていただき、折り鶴のタワーにしてロビーに設置。折り

鶴は 2 年 8 ヶ月で 2 万羽以上に上り、1 階ロビーを飾ってきました。これらの心のこもった折り鶴は、
ボランティアの方々を中心に、ホテルスタッフも一緒になって一羽一羽糸を通し繋いで千羽鶴にし、

ボランティア団体「一般社団法人 地域復興 美と笑顔を繋ぐ会」を通じて、気仙沼市立本吉病院を始
めとする被災地へ届けられます。 

Project Love’sを締めくくるセレモニー「折り鶴の贈呈式」  
Project Love’s を締めくくるセレモニーとして、この折り鶴の贈呈式を、12 月 23 日（月・祝）に、

行いました。クリスマスイベント「15th Anniversary Christmas “Memories on you”」のロビーイベントと
して開催された金沢少年少女合唱団によるコンサートで、東日本大震災被災者の方々への合唱曲「一

歩ずつ」が歌われ、その中で「一般社団法人 地域復興 美と笑顔を繋ぐ会」へこの折り鶴をお渡しし
ました。 
	 	 

【折り鶴の贈呈式	 写真左：一般社団法人  地域復興  美と笑顔を繋ぐ会  代表理事	 岩瀬   直美  様	  
右：横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ  総支配人	 久保島  正裕】  
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【Project Love’s（プロジェクト  ラブズ）とは】  
東日本大震災復興支援プロジェクト「Project Love’s（プロジェクト ラブズ）」は、横浜ベイシェラ
トン ホテル＆タワーズが、東日本大震災の被災地ならびに被災された方々の一日も早い復興を願い、
2011年 5月より開始した長期支援プロジェクトです。これまで、約 2年 8ケ月に渡り、多くのお客
様からあたたかい善意とご協力をお寄せいただきました。 

■ プロジェクト期間：2011年 5月 9日~2013年 12月 25日 

■ プロジェクト内容例： 
・	 ロビーでの募金活動 
・	 Project Love’s チャリティー コンサート 
・	 Project Love’s ORIGAMI ステイプラン 
・	 東北支援キャンペーン	 キャンドルリレー～祝福の想いを伝えて～ 
・	 Project Love’s オリジナル Tシャツ付き ｢Shelala (シェララ)｣ 
・	 Project Love’s 宴会プラン    	 	 	   など 

■ 2013年 11月 30日までの募金総額：10,829,884円 
  	   お預かりした募金は、日本赤十字社を通じ、被災者の方々へ寄付されます。 
 最終的な募金総額は、集計後ホームページ上でご報告いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「プロジェクト ラブズ」ロゴマーク】 
 
 
 
 
【ロビーでの折り鶴募金】  

Project Love’s開始以来、ロビーで実施してきた募金活動です。募金にご協力いただいたお客様に折
り紙をお渡しし、被災地へのメッセージ入りの鶴を折っていただきました。心のこもった折り鶴は

1階ロビーの特設タワーに飾られ、その数は 2年 8ヶ月で 2万羽以上に上りました。 

これらの折り鶴を、ボランティアの方々を中心に、ホテルスタッフも一緒になって一羽一羽糸を通

し繋いで千羽鶴にし、ボランティア団体「一般社団法人 地域復興 美と笑顔を繋ぐ会」を通じて、被
災地へ届けられます。 

■ 期間：2011年 5月 9日~2013年 12月 25日 

■ 折り鶴の寄付先：気仙沼市立本吉病院	 など 

  

「一般社団法人	 地域復興	 美と笑顔を繋ぐ会」について	 

震災などの自然災害により被害を受けた人々に対し、物的支援のみならず、食、美容、メンタルケア等を通じ

て被災者支援を行うことを目的に、被災者をはじめ地域全体を物心両面で支援し、地域の復興、再生、町おこ

しに繋げ、弱者である高齢者、子供達への心のケアをすることを理念に活動している。	 

東日本大震災をきっかけに、メイクアップの力で笑顔を取り戻すことからスタート。笑顔は心の底から沸き出

るもの。そして、笑顔は幸せの源である。持っている技術や知識で相手に喜んでもらい、笑顔になってもらい

たい。“笑顔”は生きていく活力であり命そのもので、とても大切なもの。「美と笑顔を繋ぐ会」という名前

はこのような想いから名付けられた。	 

団体名：	 一般社団法人	 地域復興	 美と笑顔を繋ぐ会（英語名：TOHOKU JAPAN SMILE PROJECT） 
代表理事：岩瀬	 直美	 

電話：03-3511-2700	  FAX：03-3511-2701	 mail：info@smile-project.or.jp 
HP：http://smile-project.or.jp/ 
	 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【折り鶴に糸を通して千羽鶴を制作】 
 
 
 

【「折り鶴の贈呈式」概要】  
■ 日	 時：2013年 12月 23日（月・祝）14：50~15：00 

■ 場	 所：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 1F メザニンロビー 

■ 登	 壇：「一般社団法人  地域復興  美と笑顔を繋ぐ会」代表理事	 岩瀬 直美	 様 
          横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ総支配人	 久保島	 正裕 

■ プログラム： 
1. 横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ	 総支配人	 久保島	 正裕	 挨拶	 	 	 
2. 折り鶴の贈呈	 
3. フォトセッション	 
4. 一般社団法人	 地域復興	 美と笑顔を繋ぐ会	 代表理事	 岩瀬  直美 様	 ご挨拶	 	  
	 

※	 贈呈式に引き続き、15：00 より金沢少年少女合唱団によるコンサートが行われました。
コンサート一曲目は合唱曲「一歩ずつ」でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

シェラトン  ホテル＆リゾートについて     
世界 70カ国 400を超えるホテルで、人と人とのつながりを大切にしているシェラトン ホテル＆リゾートは、60億
ドルを費やし全世界でリバイタルプログラムを完了、更に 50 億ドルを投じた 3 年に渡るグローバルでのブランド
拡張を進行中です。シェラトンは、100カ国で 1,134のホテルを展開し、総従業員数 15万 4 千人を有する、スター
ウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc. 最大のホテルブランドです。スターウッドは、ホテル、リゾート、
およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャイザーとして、セント レジス(St. Regis)、ラグジュアリー コレ
クション (The Luxury Collection)、W、ウェスティン (Westin)、ル  メリディアン (Le Méridien)、シェラトン
(Sheraton)、フォーポイント・バイ・シェラトン(Four Point by Sheraton)、そして最新のアロフト(Aloft)とエレメント
(Element)を含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプログラム、スターウッド プ
リファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレード、航空券などの特典に交
換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただけます。また、スターウッドは、タイムシェアに基づく
高級リゾートの開発と運営を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシップ(Starwood Vacation Ownership, 
Inc.)も所有しています。詳細は www.starwoodhotels.com および www.starwoodhotelsjapan.com/jpをご覧ください。 


