
I Love しずおか協議会　入会申込書
I Love しずおか協議会 事務局　行

会員制度の詳細や
規約・会員名一覧は
協議会ホームページを
ご覧ください。

（FAX 054-252-7721） 年　　月　　日

I Love しずおか協議会の趣旨に賛同し、規約を了承の上、下記の通り入会を申込みます。

受付No．

■ 個人情報の取り扱いについて
この入会申込書にご記入いただいた情報は、I Love しずおか協議会が行う事業の実施・運営や協議会からの各種連絡・情報提供のために
利用します。また、会員名一覧に記載して公開することがあります。（ただし、個人で入会される方は希望者のみ）

■ 会員期間
会員の期間に関しては、単年度（4月～翌年3月）期間とします。ただし、期間満了後においても書面による退会の申し出がないときは、さらに
１年間継続し、以後も同様とします。

■ ご入会手続方法
①この入会申込書に必要事項ご記入の上、事務局に提出してください。（FAX、E-mail、郵送、もしくは直接事務局まで）
②入会について直近に開催する幹事会で承認を受けた後、事務局から改めて入会受付の連絡をいたします。
③連絡を受けた後、指定期限までに申込口数の会費金額を指定口座へお振込みください。なお、振込手数料は入会者負担にてお願い
   いたします。（請求書の発行を希望される方は、申込みと同時に事務局へお申し付けください。）

ご紹介者

事 業 所 ・ 団 体 名
　 ま た は 氏 名 　

所 在 地 ・ 住 所

事 業 内 容

役職名
ふりがな

ふりがな
所属部署
役職名

正 会 員

賛助会員

（1口： 50,000円）

（1口： 10,000円）
個人会員（1口： 5,000円）

口　

口　

円

円

　計

　計
口　 円　計

連 絡 先

代 表 者 名
※個人で入会される方は記入不要

※個人で入会される方は記入不要

※ 口 数に制 限 は ありませ ん

担 当 者 名

※個人で入会される方のみ記入
会員名一覧掲載希望 　　希望する　　・　　希望しない

年 会 費

振　　　込　　　先

会費請求書発行希望 　あり　　　・　　なし　　　（お振込予定日／　　　　　　年　　　月　　　日）

URL（ウェブサイト）

会費請求先が上欄と
異なる場合の宛名・宛先

ふ り が な

〒　　　　ー

〒　　　　ー

http
※協議会ホームページからリンクさせていただいてよろしいですか？ 【　はい　・　いいえ　】

氏 名

氏 名

静岡銀行　本店営業部　普通預金　№１６０５８３０

口座名義　　「 Ｉ Loveしずおか協議会」
キョウギカイシズオカラブアイ

ＴＥＬ
F A X
E-mail

2022年6月作成

〒420-0035 静岡市葵区七間町5-8  ミライエ七間町3階
I Love しずおか協議会  事務局

TEL 054-252-7720 / FAX 054-252-7721 / info@iloveshizuoka.jp
受付時間：9:00-17:00（平日）

お問い合せ
お申込み先

I Loveしずおか協議会とは？ ／ 2021年度 活動紹介 ／ メンバーに聞きました！ ／ 2021年度 協賛一覧 

多彩で、多才な仲間たちが、“おまち”
をより良くする活動をしています。ワクワクが生ま

れ、心躍る、元気な“おまち”をいつまでも。

を元気に！
オール静岡で

2022



“おまち”関係者が一体となって共有・連携し、情報発信していくために『4つの柱』を設定し取り組んでいます。

まちの活性化のため、企業・商店街・大型店・団体・個人・行政ー“オール静岡”の多彩なメンバー約120名がそれぞれの知識や
経験を活かし、力を合わせて事業を計画・実行しています。企画内容は、幹事会にて承認後、各部会・ワーキンググループで実施・
運営を行い、実施後の検証・評価をし、内容の改善と質の向上に努めています。

“おまち”には私たちの心をワクワクさせる思い出や感動がたくさんありました。
そんな“おまち”をいつまでも残したい。
そして、次の世代の子どもたちにも夢のある“おまち”を楽しんでもらうため、
これまで行政に頼りがちだった中心市街地の課題を、民間の力を加えた相乗効果で
解決しようという思いで、立ち上げたのが「I Loveしずおか協議会」です。
2022年5月に設立10周年を迎える当協議会は、“おまち”の活動の旗振り役として、
これからも活動していきます。今川・徳川時代から現在まで500年以上続くこの静岡の
城下町を、昔話として語り継ぐだけでなく、現実に活き活きと成長するリアルな“おまち”
として後世に引き継いでいきます。

2012年（平成24年）5月8日

462会員

①正会員（142会員） ②賛助会員（255会員） ③個人会員（64会員） ④特別会員（1会員）　（2022年4月1日現在）

I Loveしずおか協議会とは？

私たちの想い 活動テーマ

協議会の体制
団体・組織の概要

“おまち”とは？
静岡では、静岡市の中心市街地を“おまち”と呼びます。戦前からそう呼ばれていて、ちょっとオシャレを
して“おまち”に出かけることが楽しみだった人も多いそうです。“おまち”は静岡特有の呼び方で、
静岡弁と言えるかもしれません。“おまち”は静岡の歴史や文化がたくさん詰まった魅力的な場所です。

Ｉ Ｌｏｖｅ しずおか協議会は
静岡の“おまち”を元気にしていく仲間の集まりです

しずおかの“おまち”が好きな個人・企業・商店街・団体・行政などが「オール静岡」となって、
主体的にまちの賑わいや元気を育て、情報発信していきます。

主体的な情報発信
理念

育てた“まちの賑わい”や“元気”を自分たちの誇りとして、
更にまちの質を高め、継続的な活動を目指します。

継続的な活動
理念

しずおかの“おまち”を取り巻く経済や環境の変化に危機感を持って目的を共有し、
“おまち”関係者が一緒になってまちづくりに取り組みます。

“おまち”のオール静岡
理念

多様な機能
コンパクト化

人と環境に配慮
回遊性の向上

情 報 発 信
共有化・協働

持続的成長
安定した
運営基盤

「オール静岡」
「まちの賑わい」
「継続的な活動」

「環境変
化への対応」

設 立

会 員 数

会員構成

各部会間の調整

事業の決定機関

協議会の運営補佐
会計等の処理
会員間の交流促進

主におまちの活性化事業の推進

総会 幹事会 にぎわい創出部会

●にぎわい創出

●集客力向上

●回遊性向上

●経済の活性化

主に組織の統括・協議会の情報発信

総務部会

●組織力の強化

●安定的な運営資金の確保

●教育機関との連携

●効果的な広報活動

主におまちの各エリアの
利活用方法を検討

エリアマネジメント推進部会

部会

ワーキンググループ

●冬しず推進
　・光の演出事業班
　・市民参加事業班

●おまち回遊性推進

●ICTおまち創造
　・おまちNAVIコンテンツ班
　・おまちNAVI広報班
　・ICT利活用班
　・次期検討班

●交流促進

●サポーター拡大

●企業協賛

●インターンシップ

●広報（クリーンキャンペーン含）

●空間活用

●常磐エリア

未来のおまち検討ラボ

協議会の将来ビジョンの検討

事業推進会議

事務局



2021年度 活動紹介

フラワーベア

記念講演会 冬のにぎわい創出事業

⬅『プロジェクト・オリオン』とおまちの
展望と言う題目で、現ＡＲＴＩＥの建設に
ついて講演会を開催しました。

みんなの点灯式

➡こどもたちの掛け声で
イルミネーションを光らせる、
ミニ点灯式を実施。ダンス
ステージと、市民バンドの
演奏で盛り上がりました。

【各種調査事業】
通行量調査（11/26・29）：平日2日間実施
売上高調査（2月）：店舗の景況を確認

12/11

絵本読み聞かせDVD進呈

⬅「たいようとなないろの
はな」（著：やまだゆきえ氏）
をもとに、絵本読み聞かせ
ＤＶＤを制作し、静岡県立こど
も病院に寄付しました。

⬆冬のおまちの代名詞
「青葉シンボルロードイ
ルミネーション」では、
フラワーベアと連動し
花をモチーフとした「フラ
ワーイルミネーション」
を実施。約18万球のＬＥ
Ｄが全長約500ｍの区
間を華麗に彩りました。
同時に、商店街や大型
店のイルミネーション・
クリスマスツリーが
一斉に点灯しました。

9/6

6/1

⬅たくさんの造花をまとった親子のフラワーベアは
３ｍ級で、昼も夜もイルミネーション期間のシンボルと
して“おまち”を華やかにしました。

⬆おまち雨の日キャンペーンを実施。107店
舗で雨の日に特別サービスを受けられました。

⬆Instagramに投
稿すると素敵な商
品が当たる企画を
実施しました。

⬆未来のまちづくり人材の育成や、静岡愛の熟成を目的とした活動
で８名の学生が参加。学生自らが取材しSNSで情報発信しました。

⬆中部横断自動車道開通に伴い、山梨県との交流促進事業とし
て、静岡と山梨の両県でパネル展示を実施しました。

らぶしずプロジェクト

雨の日来街促進事業 プレミアムフライデー

交流促進事業

通
年

地元大学との連携

静岡市との連携

⬅地元大学２校と連携して地域の課題
解決（PBL）を研究する授業に、会員企
業と商店街が携わりました。

通年

【静岡】 7/7～7/12 【山梨】 1/12～1/17

おまちクリーンキャンペーン

⬅「まちの活性はきれい
な“おまち”づくりから」
をテーマに清掃活動を
行いました。

3/23

掲載誌紹介コーナー（一部）

「しずチカ空間
再構築事業」
社会実験

青葉通りを活用した社会実験
「常磐テラス」（Ｃ３エリア）

人流調査事業

5/17～9/13

6/14～7/3111/12～2/13

11/12～2/13

「静岡市文教エリア等の発展に向けた
相互連携協議会」に参加



メンバーに聞きました！ 2021年度 協賛一覧

医療法人社団アール･アンド･オー　
アサヒビール株式会社 静岡支社
株式会社SBSプロモーション
SBSマイホームセンター株式会社
木内建設株式会社
キリンビール株式会社 静岡支社
サッポロビール株式会社 静岡支社
サントリー酒類株式会社 静岡支店
株式会社CSA travel
ジェイアール東海静岡開発株式会社
株式会社静岡朝日テレビ
株式会社静岡伊勢丹
静岡委託商事有限会社(稲森パーキング)
静岡ガス株式会社
株式会社静岡銀行 本店営業部
商店街振興組合静岡呉服町名店街
静岡商工会議所
株式会社静岡新聞社
静岡ターミナル開発株式会社
株式会社静岡第一テレビ

静岡鉄道株式会社
静岡放送株式会社
しずおか焼津信用金庫
株式会社静鉄アド･パートナーズ
静鉄プロパティマネジメント株式会社
株式会社清水銀行
静清信用金庫
株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店
中部電力株式会社
株式会社テレビ静岡
株式会社東急モールズデベロップメント
東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店
株式会社TOKAIホールディングス
西日本電信電話株式会社 静岡支店
株式会社日専連静岡
株式会社パルコ 静岡店
株式会社望月商事
リコージャパン株式会社
(50音順) 

［事業協力］静岡県立こども病院/静岡市上下水道局/鈴木学園/静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター/
               日本生命保険相互会社静岡支社

当協議会の事業運営は、会員の皆様からの事業活動への参画や年会費、協賛金といった資金提供等で成り立っています。
“おまち”を盛り上げる活動をご支援いただくため、ぜひご入会をお願いいたします。

会員募集

“おまち”の情報を
知りたい方、
参加したい方

“おまち”の賑わいを
いつまでも残したい方

静岡で
事業を営む方

“おまち”をとにかく
元気にしたい方

メンバー同士の
新しいネットワークを

得たい方

“おまち”をさらに元気にする仲間を求めています。

資金面に加え、
会議や運営に積極的に関わりたい！
正 会 員 年会費 1口　50,000円

事業運営を
資金面から応援したい！

賛助会員 年会費 1口　10,000円

事業運営を応援したい！

個人会員 年会費 1口　5,000円

お問い合せ・お申込みは裏面へ▶

https:/ /iloveshizuoka.jp/協議会の活動情
報は、

ホームページで発
信中！

あいらぶしずおか

Facebookはこちらから▶
@iloveshizuoka

Instagramはこちらから▶
@ilove_shizuoka

Twitterはこちらから▶
@ilove_shizuoka

らぶしずメンバーに聞いてみました！

「これまでの１０年、
今後につなげたいことは何ですか？？」

これまでの１０年、温故知新の思いで未来につなげます！

I Love しずおか協議会のメンバーに聞いたところ、以
下の通りでした。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
オール静岡となって、今後もにぎわいづくりに励んで
いきます。

１０年後のあるべき姿を思い描く

１０年後に向かってやりたいことは何ですか？？

“おまち”を応援して10年

I Love しずおか協議会は設立10周年を迎えました


