平成 23 年 4 月 6 日
報道関係各位
東京ミッドタウンマネジメント株式会社
“Smile for Japan”笑顔をちからに
東京ミッドタウン GW イベント 「OPEN THE PARK」開催

2011 年 4 月 22 日（金）～5 月 8 日（日）
この度の東日本大震災により被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。早期の復旧および復
興を心よりお祈り申しあげます。
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、
東日本大震災復興支援活動のスローガンとして“Smile for
Japan”を掲げ、東京ミッドタウンにいらしたお客様の「笑顔」
が、支援の「ちから」、復興の「ちから」となっていくような活動
を行っていきます。
また東京ミッドタウンでは“Smile for Japan”を掲げたイベ
ントを実施するにあたり、以下の実施方針を立てました。
1.

省エネルギーで過ごすライフスタイルを推進します。

2.

様々なチャリティー活動を実施しながら、被災地の方を
積極的に支援します。

3.

東京ミッドタウンから日本の元気を発信します。

上記を踏まえ、4 月 22 日（金）～5 月 8 日（日）に予定しておりました、ゴールデンウィークイベントに
つきましても、一部コンテンツを変更し、太陽の下、芝生の上で、支援の輪を広げ、笑顔を増やし、元気
を発信する「OPEN THE PARK」として開催することとなりました。
約 2,000 ㎡という広さの芝生広場を通じて、被災地復興のために、東京ミッドタウンがいまできる復
興支援活動を行ってまいります。

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100

イベントラインナップ



PARK LIBRARY（パーク ライブラリー）

“本”がつなぐ支援の輪。 「元気になる言葉」をテーマにブックディレクター
幅允孝氏が選書した野外ライブラリーを開催。来場者に言葉のお土産を
お持ち帰りいただきます。また、参加者にメッセージを書き込んでもらい、
被災地に寄贈します。
【日 時】

4 月 23 日（土）、4 月 24 日（日）
▲ 昨年の様子

4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日） ※雨天中止
11:00～17:00（延長の可能性あり）
・こんな本の入ったバスケットがあります
「前をむくための絵本」「先人の勇気を知る 3 冊」「新しい未来を描く 3 冊」 など



追加コンテンツ

「本の読み継ぎプロジェクト」

自分が読んだ思い出や本に対する想いも一緒に、次の読者へ届けるプロジェクト。今回は皆様が持ち
寄った絵本に被災地へのメッセージを記して寄贈します。
・

絵本（お 1 人様 3 冊まで）を東京ミッドタウン芝生広場にお持ち寄りください


PARK LIBRARY 開催期間中、持参いただいた絵本を来場の皆様に
自由にお読みいただけるスペースを設けます

・

お持ち寄りいただいた絵本（並びにパーク ライブラリーで貸し出す一部の
本）に「本の読み継ぎカード」を付け、参加者にメッセージを書いていただ
けるようにします

・

開催期間終了後、メッセージカードと共に、被災地の子どもたちに寄贈し
ます
▲ 本の読み継ぎカード

※郵送、開催期間外の受付はしておりません。上記開催期間中に直接、東京ミッドタウン芝生広場
にお持込みください。また、絵本以外の書籍類もお預かりできません
※汚れ、破損が激しい場合はお預かりできない場合がございます
※お預かりした絵本は、「3.11 絵本プロジェクトいわて」を通じて被災地に寄贈いたします
※個別に寄贈先をご指定いただくことはできません



第 8 回 日本の採れたて市 MID-MARKET（ミッド マーケット）

国産の野菜・果物を食べて、日本を元気に！
震災の影響を受けた生産者の皆さまや風評被害を受けている生産者の
皆さまにもご出店いただき、生産者の生の声をお届けします。また今回は
野菜にちなんだワークショップも実施いたします。
【日 時】

4 月 22 日（金）～4 月 24 日（日） ※雨天決行

▲ 昨年の様子

11:00～17:00


【日

追加コンテンツ
時】

「MID-MARKET チャリティ・ワークショップ」

4 月 23 日（土）～24 日（日） ※雨天中止
13:00～、14:30～、16:00～ （各 30 分程度）

【場

所】

芝生広場

【定

員】

各回 20 名程度

【参 加 費】

無料（会場では義援金を募ります。お預かりした義援金は日本赤十字社を通じて、
被災地復興に役立てます）

【講座内容】



「おうちで育てる非常食教室」「お茶で “一服する”効果効能教室」 など

PARK YOGA（パーク ヨガ）

朝日を浴びながら、健康的なライフスタイルでチャリティーを。
大人気コンテンツＰＡＲＫ ＹＯＧＡを参加費無料チャリティイベントとして開催。
【日 時】

＜朝ヨガ＞

4 月 23 日（土）、24 日（日）、29 日（金・祝）
5 月 1 日（日）～5 月 8 日（日） ※雨天中止
9:30～11:00（受付時間 9:00）

＜月見ヨガ＞4 月 25 日（月）～4 月 28 日（木）※雨天中止

▲ 昨年の様子

19:00～20:00（受付時間 18:30）
※会場に募金箱を設置します。また参加者が 5 回参加するごとに、200 円が日本赤十字社を通し
て被災地復興のために寄付されます



Yoga Aid Challenge（ヨガ エイド チャレンジ）

ヨガのスペシャリスト総勢 12 名が一堂に会する、参加費無料のヨガのチャリティイベント。

【日 時】

4 月 30 日（土） 8:30～11:00（受付時間 7：30）

【主 催】

Yoga Aid Challenge

※会場に募金箱を設置します。寄付先として「緑の東京募金」「ホスピタリティ・ゲストハウス」「ヨガ
古文書保存プロジェクト」に加え、国際人道支援組織であり東北への支援活動を行っている「ジ
ャパン・プラットフォーム」を追加。どの団体の支援をするのか選んで、寄付いただけます



森香るハイボール HAKUSHU MIDPARK CAFE（白州ミッドパーク カフェ）
笑顔になれるひと時。
都心で木漏れ日の差す森を楽しみ、自然の恵みに育まれた
おいしいメニュ―が味わえるカフェ空間。

【日 時】

4 月 29 日（金・祝）～5 月 15 日（日）
＜平日＞

16:00～20:00 （L.O.19:30）

＜土日祝＞

12:00～20:00 （L.O.19:30）

【主 催】

東京ミッドタウン

【協 賛】

サントリー酒類株式会社

▲ カフェイメージ

※営業時間を 22 時から 20 時に短縮します



WURSTMARKT（ヴルストマルクト）
日独 150 周年記念世界最大級ドイツワインフェスタ。
ドイツから送られる１食・１杯が生み出す笑顔の支援。
【日 時】

4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日） ※雨天決行
＜平日＞

16:00～20:00 （L.O.19:30）

＜土日祝＞

12:00～20:00 （L.O.19:30）

【主 催】

株式会社ザート商会

【協 力】

東京ミッドタウン

▲ 昨年の様子

※営業時間を 22 時から 20 時に短縮します

「ギネス世界記録挑戦イベント PARK CHALLENGE / GWR Live! in Tokyo Midtown」、「東京ミッドタ
ウン 衣料支援プロジェクト」は中止となりましたので、ご了承ください。
詳細につきましては、後日取材ご案内状にてお送りいたしますが、ご不明な点がございましたら、表記
お問い合わせ先までご連絡ください。また、東京ミッドタウン HP（http://www.tokyo-midtown.com）にお
いても、随時更新していきます。

