第３期の活動概況（2004 年 9 月～2005 年 8 月）

ＮＰＯ法人 大丸有エリアマネジメント協会

大丸有エリアマネジメント協会 活動概況（第３期：2004 年 9 月～2005 年 8 月）

○会 員 等

○会

議

・法人 50 社、個人 51 名
・協会メールマガジン登録 約 690 名
・リサーチモニター 約 690 名
・協力ボランティア 延べ約 200 名
・総
会：1 回開催（04/10/28）
・理 事 会：7 回開催（第 18 回～24 回）

（１）情報発信
・ホームページ（www.ligare.jp）の運営（随時更新）
・メールマガジンを月 2 回配信 第 11 号～第 34 号
・イベント情報等のチラシを適宜、地区内ビルに配布。また、イベントカレン
ダー、丸の内元気文化プロジェクトや千代田区の広報等を通じて情報発信
・コミュニケーションツールとして、キーホルダー、ボールペン、シャープペン、
ネイルケアセットを製作
（２）調査活動
・丸の内リサーチドットコム
「鉄道利用とお茶」キャンペーンに関するアンケート」
（05/04/02～05/04/11）
（有効回答数 158 名）
・
「路上駐車対策キャンペーン」
（調査日：05/5/4､5､7､8）

（３）街ガイド（視察、講演、講師派遣等）
＜受託型＞ 18 件 308 名参加（学生向け 4 回、一般向け 14 回）
＜企画型＞
8/24、25 Discovery in Marunouchi(親子散策会 22 組 49 名参加)
＜定例型＞
丸の内ガイドツアー（05/7/22～）
（ボランティアガイド 7 名の協力により、週 3 回実施）

（４）連続セミナー
（4 回～15 回まで通算 300 名参加）
・第 4 回
・第 5 回
・第 6 回
・第 7 回
・第 8 回
・第 9 回
・第 10 回
・第 11 回
・第 12 回
・第 13 回
・第 14 回
・第 15 回

9/ 9 ｢ココロとカラダに効く美人の法則｣（講師：出原 泰子氏）
11/ 2「女性のための護身術」
（講師：橋本 明子氏）
11/11「聞く・話す・伝えるチカラを鍛えよう」
（講師：海渡 捷子氏）
12/9「プリザーブドフラワー・コーンバスケットアレンジ」
（講師：渡辺 真未氏）
2/17「くみひもの携帯ストラップ」
（講師：町田 順子氏）
3/17「学ぶ・楽しむ カラーセラピー入門」
（講師：船越 功氏）
4/7 ｢花びらでつくるショートケーキ」
（講師：渡辺 真未氏）
5/19 ｢気功入門｣（講師：巣山 瑠璃子氏）
6/16 ｢浴衣の着付け講座｣（講師：赤川 富美子氏）
6/28 ｢お料理教室｣（講師：東京會舘）
7/14 ｢株式投資のおけいこ｣（講師：遠藤 吉夫氏）
7/21 ｢海外で使える英会話」
（講師：田口 美奈子氏 カファト・レフテリ氏）

（５）公開空地の活用
・しゃれ街条例公開空地活用団体登録（05/05/16）
・以降、丸ビル（特定街区）
、丸の内 oazo の公開空地を活用。

（６）丸の内シャトルの運行支援（運行委員会参加・協賛）
・運行委員会に参加（協賛）
・現在、平日千人を超える利用者
・2003/8/22 の運行開始以来、約 77.5 万人が利用（05/8 月末日現在）
（７）ベストフリーマーケット in 東京国際フォーラム（共催）
・ 第 1 回（05/06/12）
・ 第 2 回（05/07/10）
・ 第 3 回（05/08/14）
（８）丸の内女声合唱団
8/1 説明会、以降練習開始
（9/5 結成発表会）

（９）シンポジウムの開催
「大都市都心部におけるエリアマネジメントの実際と課題」開催（04/12/03）
来場者数 200 名。
参加団体：六本木地区、晴海地区、汐留地区、渋谷地区、大阪長堀地区、
大阪御堂筋地区、横浜関内地区、当協会。
（１０）各種イベントの開催・協力
○・アート丸の内 2004（コトバメッセ/東京コンペ#1）
（04/09/06～04/10/03）
実行委員会（実行委員長：小林理事長）に参加し
運営に参加
・コトバメッセ巡回チェック。東京コンペ#1 に
協会賞を贈呈。

○東京ミレナリオ 2004 （04/12/24～05/01/01）
・実行委員会に参加。サポートボランティアを実施
・来場者に対して記念撮影のお手伝いや道案内、アンケートを実施
・サポートには 5 日間で延べ 72 名のボランティア参加
・写真撮影は 4,888 名にサービスを提供

○オープンカフェ IN 丸の内
・04/09/25－26 開催
実行委員会に参加し、アンケート調査等の運営協力を実施
○ヘブンアーティスト IN 丸の内（共催）
・ヘブン７（04/09/26）ヘブン８（05/05/03）
、ヘブン９（05/07/30） 開催

○丸の内軟式野球大会
・第 58 回丸の内軟式野球大会
開催期間：04/08/01－04/09/04
57 チーム、約 1,100 人が参加
・第 59 回丸の内軟式野球大会
組合せ抽選会：05/05/25
開催期間
：05/08/07－05/09/25
57 チーム、約 1,100 人が参加
○ピンクリボンスマイルウオーク （04/10/02）
・仲通りのバナー掲示と給水ポイントの設置・運営。
・約 900 名に給水。参加者にリボンをオリーブの木に結ん
でもらい、ピンクリボンツリーを作成。丸ビルに展示
（１１）都立九段高校 総合的学習への協力
・平成 16 年度 2 年生 4 名参加し、単位取得。
・平成 17 年度１年生 6 名参加中。
（１２）実行委員会参加等
・ピンクリボンフェスティバル 2004（04/10/01～31）
・東京ガーデンジュエリー/仲通りガーデニングショー（04/10/16～24）
・アート丸の内 2004
・東京ミレナリオ 2004/2005
・ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭 2005
・ドイツ｢100 枚の素晴らしいポスター｣展
・大丸有駐車協議会（04/11/08～）
（１３）協力・後援
・東京ガーデンジュエリー・仲通りガーデニングショー（04/10/16～04/10/24）
・
「世界の国の花」創作図案展（05/01/03～05/01/11）
・大丸有省エネキャンペーン（05/02/01～02/28、05/7 月～06/3 月）
・旧三菱一号館復元シンポジウム(05/02/07)
・みんなでまちづくりシンポジウム（05/02/25）
・ベロタクシー運行（05/2/1～/2/14、05/3/16～3/21）
・大丸有打ち水大作戦（05/8/10 仲通り、8/31 東京国際フォーラム）

だいまるゆう
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