第７期の活動概況（2008 年 9 月～2009 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７期活動概況（2008 年 9 月～2009 年 8 月）

１．会の構成
（１）会 員 等
(2009.8 現在)
（２）会 議 等

・
・
・
・
・

法人 65 社、個人 142 名
協会メールマガジン登録 約 1060 名
リサーチモニター 約 700 名
総 会：1 回開催（08/11/06）
理事会：6 回開催（第 45 回～50 回）

２．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 107 号～第 130 号（他に臨時号 5 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
３．活 動
【環 境】
（１）公開空地等の活用
・しゃれ街条例公開空地等活用団体登録（05/05/16、08/5 更新登録）
・公開空地等活用対象：丸ビル、丸の内 oazo、東京ビル、新丸ビル、三菱商事ビル
これらのビル全体で年間 228 件の活用（2008 年 4 月～2009 年 3 月）
（２）丸の内シャトルの運行支援（運行委員会参加・協賛）
・ルート延伸、乗降場の新設（09/05/08）
・現在、１日あたり 1,400 人前後(平日)の利用者（年間約 44 万人）
。
・2009/08/25 に 6 周年キャンペーン。6 年間の総合計利用者数は約 235 万 5 千人
（３）大丸有 打ち水プロジェクト 2009
仲通り浴衣 de 打ち水（7/31）
、三井物産前カルガモ打ち水（8/5）
、
東京サンケイビル縁日打ち水（8/7）
、東京国際フォーラム KIDS 打ち水（8/11）
（４）夏休み！大手町・丸の内・有楽町 エコキッズ探検隊 2009
・１７プログラムを開催。
・
「まちづくりで環境を学ぼう」
（8/17）開催に協力、参加 29 名
（５）常盤橋公園清掃活動他
・日本橋川にＥＭ菌団子投下（09/4/3）
・日本橋川清掃(08/09/13、11/06、09/2/13、4/6、6/12、8/28)
・常盤橋公園に球根植付け（08/11/13）
、花の苗植え付け（09/5/28）
【交 流】
（１）連続セミナー
①Ligare カルチャーセミナー（14 回、約 500 名参加）
・第 65 回
・第 67 回
・第 69 回
・第 71 回
･第 73 回
･第 75 回
・第 77 回

「ヨガ体験セミナー」
「会計＆ヨーガ」
「京都おこしやす大学②」
「インプレッショントレーニング」
「漢方茶セミナー～夏編～」
「ハンドメイドフェルト講座」
「つまみ細工講座」

・第 66 回 「ライフ＆マネープランニング」
・第 68 回 「京都おこしやす大学①」
・第 70 回 「京都おこしやす大学③」
・第 72 回 「漢方茶セミナー～入門編～」
･第 74 回 「お香セミナー」
･第 76 回 「浴衣セミナー」
・第 78 回「漢方茶セミナー～秋編～」

②ママカフェ（5 回、90 名参加）
・第 9 回「ハーブティーセミナー」
・第 11 回「教育セミナー」
・第 13 回「小児医療セミナー」

・第 10 回「ランチ会」
・第 12 回「ワークショップ」
（オーガニックコットンのお手玉）

（２）丸の内軟式野球大会
・第 62 回丸の内軟式野球大会表彰式、懇親会（08/10/07）
・第 63 回大会 抽選会（09/05/29）
開催期間（09/07/26～09/09/06）
、61 チーム、約 1500 人が参加
（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）調査活動、受託業務「丸の内リサーチドットコム」
ふるさと納税調査(2008/9/24～9/30)
（２）街ガイド
＜受託型＞ （視察、講演 等） 6 件（学生向け 1 回、一般向け 5 回） 143 名参加
＜企画型＞ ・秋の大手町・日本橋ハイク（08/11/01 開催 21 名参加）
＜定例型＞
丸の内ウォークガイド年間述べ 1,117 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）
（３）大丸有インターンシップ 2009
・1 大学 4 名の学生が、4 企業 4 部署にそれぞれ約 2 週間のプログラムに参加
（４）ピンクリボンフェスティバル
・スマイルウオーク（08/10/04）
（参加者約 5,700 人（6km コース、12km コース計）
）
12km コース給水ポイント（丸ビル）運営（飲料水配布約 2,000 本）
・バナーフラッグでの告知
・
「ピンクリボンツリー」を製作（10/21 まで丸ビル仲通り側入口に設置）
・
「Mayu-ココロの星-」上映会（08/10/16 丸の内 MYPLAZA ホール 175 名参加）
（６）常盤橋公園活用イベント
・常盤橋フォーラム（07/11/05）に参加し、日本橋エリアの街づくり団体とも連携。
・秋の大手町・日本橋ハイク（08/11/01）
・常磐橋竹灯籠（常盤橋フォーラム主催）
（08/12/22,24,25）
・常盤橋公園春の桜まつり（09/04/02,03）
（常盤橋フォーラム主催）
・常盤橋公園納涼まつり（09/08/27,28）
（常盤橋フォーラム主催）
（夜桜と石垣のライトアップ。光源は LED 使用、電力は風力発電の電力証書を購入。
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）
（７）ヘブンアーティスト IN 丸の内（共催）
・第 16 回（08/10/25,26）
（８）屋外広告、エリアマネジメント広告
・バナーフラッグの活用による街の演出協力
掲出主体として届出（通年）
・丸の内エリアマネジメント広告推進検討委員会（08/12/11～09/07/29）
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会と共同設置

（９）ベロタクシー運行
・ラ･フォル･ジュルネ号（09/04/28～05/05）
（10）第２回丸の内検定
・検定ガイドブック編集協力（09/04/15 菱芸出版より発行）
・第２回丸の内検定実施（09/07/05）受験者 257 名 合格率 57.2%
４．実行委員会参加等
・丸の内エリアマネジメント広告推進検討委員会
・ピンクリボンフェスティバル
・CowParade TOKYO Marunouchi2008
・光都東京・LIGHTOPIA2008
・グリーンパワーキャンペーン in Marunouchi2008-2009
・大丸有地区「かしこい道路空間の活用」社会実験実行委員会
・丸の内文化祭実行委員会
・アートアワードトーキョー2009
・丸の内フラワーウィークス 2009
・丸の内朝大学
・ラ･フォル･ジュルネ･オ･ジャポン「熱狂の日」音楽祭 2009
・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
・大丸有 打ち水プロジェクト 2009 ・夏休み！大丸有エコキッズ探検隊
・大丸有駐車協議会
・常盤橋フォーラム
・丸の内歩行者空間広告物等審査会
５．協力・後援
・丸の内元気文化プロジェクト（通年）
・ふるさと回帰フェア 2008（08/09/19､20）
・
「丸の内地球環境倶楽部」キックオフシンポジウム（08/10/03）
・ちよだ江戸祭 2008（08/10/16～10/22）
・都市観光セミナー「都市観光と環境の調和と東京オリンピック（08/10/16）
・丸の内仲通りガーデニングショー2008（08/10/24～11/03）
・明日の地球を考えよう～丸の内で“わ”の気づき（08/11/09）
・
「丸の内クロスオーバーオーケストラ」ワークショップ（09/03/26）
・和田倉噴水公園天皇皇后両陛下御成婚五十周年記念行事「花と光の祝祭」
（09/04/03-04/12）
・丸の内キッズフェスタ(09/08/11～13) ・ヤングアメリカンズ「丸の内プロジェクト 2009」
６．協力関係
（１）共催・後援・協力など（五十音順）
エスティローダー株式会社、大手町･丸の内･有楽町地区再開発計画推進協議会、
ＮＰＯ 環境共生都市推進協会、(株)ジャパンエリアマネジメント、千代田区、千代田区観光協会、
東京都 ヘブンアーティスト運営実行委員会、ナガセケンコー(株)、日の丸自動車興業(株)
法政大学 硬式野球部、(株)毎日新聞社、(財)まちみらい千代田、三菱地所(株)、
三菱電機ビルテクノサービス(株)、(株)三菱地所プロパティマネジメント、明治安田生命保険(相)、
リサイクル運動市民の会、(株)菱芸出版
（２）入会
・一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）
・常盤橋フォーラム（ＣＡＰＰＳ、
「名橋日本橋」保存会、日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会 等）
・ＮＰＯ 東京シティガイドクラブ
・チームマイナス６％
・早寝･早起き･朝ごはん全国協議会
だいまるゆう
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