第５期の活動概況（2006 年 9 月～2007 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 第５期活動概況（2006 年 9 月～2007 年 8 月）
１．会の構成
（１）会 員 等
(2007.8 現在)
（２）会 議 等

・
・
・
･
･
・
・

法人 64 社、個人 130 名
協会メールマガジン登録 約 850 名
リサーチモニター 約 700 名
総 会：1 回開催（06/11/06）
理事会：7 回開催（第 32 回～38 回）
評議員会：（07/02/21）
リガーレサロン１回（07/02/27）

２．活動
【環境】
（１）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 丸ビル、丸の内 oazo ）
・2006 年 3 月、東京ビルの公開空地等を活用対象に追加登録。以降、各々を活用
（２）丸の内シャトルの運行支援（運行委員会参加・協賛）
・現在、１日あたり千人前後(平日)の利用者有り。
・2003/8/22 の運行開始以来、約 152.1 万人が利用（07/07 末現在）
（３）大丸有 打ち水プロジェクト 2007
仲通り浴衣 de 打ち水（2007/8/1）
、三井物産前カルガモ打ち水（8/6）
、
東京サンケイビル縁日打ち水（8/8）
、東京国際フォーラム KIDS 打ち水（8/16）
（４）夏休み！エコキッズ探検隊
・Ａ～Ｉの９プログラムを開催し、Ｇプログラムとして、
「Discovery in Marunouchi2007」
（8/13,14,15）を開催、参加 80 名
（５）常盤橋公園清掃活動
・常盤橋公園の清掃活動を実施（07/02/17、07/03/14）
【交流】
（１）連続セミナー
①Ligare カルチャーセミナー（31 回～53 回まで、通算 1,171 名参加）
・第 42 回「少子化セミナー～産み時編～」
・第 31 回「Fly me to the Moon」
・第 43 回「アフリカンビーズセミナー」
・第 32 回「花匠 佐々木直喜の世界」
・第 44 回「好印象演出のためのファッションセミナー」
・第 33 回「京都おこしやす大学～市田ひろみ編～」
・第 45 回「お茶でキレイと健康を手に入れる」
・第 34 回「連続 2 回美容セミナー」
・第 46 回「京都おこしやす大学～池坊美佳編～」
・第 35 回「相田みつをセミナー」
・第 47 回「少子化セミナー～独身男の胸の内編～」
・第 36 回「ニットセミナー」
・第 48 回「少子化セミナー～アロマ編～」
・第 37 回「酵素セミナー」
・第 49、50 回「江戸の粋セミナー」
・第 38 回「IKKO プレミアムトークショー」
・第 51 回「少子化セミナー～出会い編～」
・第 39 回「斉藤美穂流おもてなしセミナー」
・第 52 回「京都おこしやす大学～食文化編～」
・第 40 回「連続 3 回インターネット・トレンド塾」
・第 53 回「宇宙とアートセミナー」
・第 41 回「記憶のデザイン」
②ママカフェ
・第１回「ママカフェ in 大手町カフェ」
（07/08/31 開催）

（２）丸の内軟式野球大会
・第 60 回丸の内軟式野球大会表彰式、懇親会（06/10/04）
・第 61 回丸の内軟式野球大会
組合抽選会：07/06/05、開催期間：07/07/29～07/09/02
61 チーム、約 1,800 人が参加
表彰式、懇親会（07/10/31 予定）
（３）ベストフリーマーケット in 東京国際フォーラム（共催）
・原則毎月第 2 日曜日に開催
【活性化】
（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 59 号～第 82 号（他に臨時号 8 回発行）
・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
（２）調査活動、受託業務
丸の内リサーチドットコム
・都心居住に関するアンケート調査（調査期間：06/09/25～06/10/09）
・震災時におけるトイレに関する意識調査（調査期間：07/03/20～28）
（３）街ガイド
＜受託型＞ （視察、講演 等） 24 件 512 名参加（学生向け 7 回、一般向け 17 回）
＜企画型＞
Discovery in Marunouchi(親子散策会 06/08/13,14,15 開催 80 名参加)
＜定例型＞
丸の内ウォークガイド年間述べ 460 名参加（特別編含む）
（ボランティアガイド 6 名の協力により、週 3 回実施）
（４）大丸有インターンシップ 2006
・プレ実施として、首都大学東京より大学院 1 年生 1 名が、プログラムに参加
（５）都立九段高校 総合的学習への協力
・平成 18 年度 2 年生 8 名参加し、単位取得
（６）
「既成市街地のエリアマネジメントシンポジウム」
・07/01/12 コンファレンススクエアＭ＋にて開催
・全国 7 地区のパネリストを交えて、報告・意見交換会 参加者 201 名
（参加地区；秋葉原・銀座・渋谷・高松丸亀町・船場・天神・大丸有）
（７）ピンクリボンスマイルウオーク（06/10/07）
ウオーク参加者：6km コース、11km コース、15km コース＝計約 5,000 人
・11km、15km コース給水ポイント（丸ビル）運営（飲料水配布数：約 2,000 本、ボランティア 11 名参加）
・
「ピンクリボンツリー（オリーブの樹）
」を製作
（10/21 まで丸ビル仲通り側入口に設置）
（８）ブルークローバーキャンペーン
・キックオフイベント（07/06/14、丸ビル）
（９）常盤橋公園活用イベント
・春の桜まつり（共催）
、大手町ハイク（07/04/04、05）

・常盤橋・日本橋界隈ボート＆ハイク（07/07/21）
・千代田区より占用許可を得て、ケータリングカーを導入し来園者へのサービス提供
（１０）ヘブンアーティスト IN 丸の内（共催）
・第 12 回（06/10/09）
、第 13 回（07/05/27）
（１１）アート丸の内 2006（cow parade Tokyo in Marunouchi2006）
（06/09/06～10/01）
・実行委員会（実行委員長：小林理事長）に参加し運営協力
・cow parade に協会賞を贈呈。作品名「MOW 飲めない」作者「G16ｓ」
３．実行委員会参加等
・ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭 2007
・ブルークローバー（前立腺がんの「早期発見・早期治療」推進）キャンペーン
・アート丸の内 2006（cow parade Tokyo in Marunouchi2006）
・光都東京 LIGHTPIA2006
・グリーンイルミネーション 2006
・丸の内女声合唱団 2006
・丸の内元気文化旬間実行委員会
・大丸有 打ち水プロジェクト 2007 ・夏休み！大丸有エコキッズ探検隊
・大丸有駐車協議会（04/11/08～）
４．協力関係
（１）共催者
・東京都 ヘブンアーティスト運営実行委員会 ＜活性化-(10)＞
・大手町・丸の内・有楽町再開発計画推進協議会＜活性化-(10)＞
・ＣＡＰＰＳ（千代田区アダプト公園プロモーションシステム）＜環境-(5)、活性化-(9)＞
・リサイクル運動市民の会 ＜交流-(3)＞
（２）入会
・有限責任中間法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会
・チームマイナス６％
・早寝・早起き・朝ごはん全国協議会
（３）協力・後援
・丸の内元気文化プロジェクト
・有限責任中間法人 丸の内パブリックスペースマネジメント
・神田技芸祭（06/9/1～9/9 神田まち歩きツアーに協力）
・ふるさと回帰フェア 2006（06/10/13､14）
・秋のパークラボ＠常盤橋公園(06/10/21)
・ちよだ江戸祭 2006（06/10/23～29）
・丸の内仲通りガーデニングショー（06/10/20～29）
・大手町ＣＵＰ（企業対抗フットサル大会）
（06/11/08～11/29）
・第２回“
「東京」を観る、
「東京」を読む。
”展（06/11/21～30）
・グリーンリボンキャンペーン（07/02/17）
・エコッツェリアオープンシンポジウム(07/05/14)
・丸の内キッズフェスタ(07/08/14～08/16)
だいまるゆう
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