
＜＜２０１３年 活動報告＞＞ 
 

■ 花いっぱい活動                                   

１） 花壇の準備と種まき ５月５日(日)～５月１８日(土) 全花壇 

    

２）チューリップの球根抜き（学校との協働） 

   ≪会員向≫ 

今年で最後となる花壇Ｂ（Ｗ７南）の一画を５月５日(日)、６日（祭）に開放 

 

＜六甲アイランド小学校３年生との協働＞ 

 ・日  時：５月７日(火)９：５０～１１：００  

・場  所：花壇Ａ 

＜向洋小学校４年生との協働＞ 

 ・日  時：５月８日(水)９：５０～１１：００  

・集合場所：花壇Ｂ 

※ このほか、カネディアン AC、ドイツ学院、光の子、向洋中、六甲アイランド高、神戸国際大、 

高羽六甲アイランド小学校、企業が期間中に取りに来られました。 

花壇Ｂの返還について 

花壇Ｂ（Ｗ７南側）を５月２６日に神戸市に返還しました。この花壇は、14年前に震災復興の 

一環として、当会が初めて作った花壇でした。（今後は公園となります。） 

 

３）親子サツマイモ植え 

親子サツマイモ植えと飯盒炊さん 受付５／１２（日）９時～ 

 ・日  時：５月１９日(日)９：００～１３：３０ 

  （第１部）親子サツマイモ植え ５０組  ２株 ５００円  38家族 

                         （ICI 16,ｶﾈﾃﾞｨｱﾝ AC 20,ﾄﾞｲﾂ学院 13） 

  （第２部）飯盒炊さん     ７０人 １家族 ５００円  133名 

 

親子サツマイモ作り（花壇 A）ホームページ開設、毎日曜観察に来る親子の世話 

会員のサツマイモ掘り ９／２９に実施 

 

秋の収穫祭 

 ・開催日時： 10月 6日（日）9:00～14:00 

 ・開催場所： Ａ花壇付近 

 ・開催内容： 「親子サツマイモ掘り」9：00～10：30 

※「野外クッキング会」10:30～13：30（定員 70名）≪会費≫個人 300円、一家族 600円 

   ≪料理≫・まきを使って新米の飯盒炊さん、秋の野菜たっぷりの豚汁   

       ・たき火を囲んで六甲アイランド産の｢焼いも｣作り 

       ・ハーブティを味わいました。 

 



 

花壇の手入れ（７月～９月）サマータイム 

  ・日  時：毎週３回（日・火・木） ８：００～９：３０ 

  ・集合場所：Ａ花壇 他  （活動内容：花壇の手入れや水やり） 

 

４）マリーゴールド・ペチュニア抜き取り、さつまいも収穫、赤花ソバ種まき、整地 8:00～ 

 

  ９／２２（日）～９／２９（日）（毎日） 

 

メインの花壇（Ａ花壇）の隣の神戸レディースフットボールセンター(年間来場数５万人)でも、

昨秋から園内の緑化が進んでいます。当会は、神戸市スポーツ教育協会と協定を締結して、兵庫

県の都市緑化助成（約３７０万円）を受け、正門付近の３ヵ所の花壇の造成や高木の植樹等に協

働して２月５日完成。 

Ａ花壇でも、アーモンドの木や花が植えられ少し模様替えしました。 

 

 

５）赤花ソバの抜き取り（１１月２３日～１１月２８日） 

◎六甲アイランド小３年生との協働 

・日  時： １１月２６日（火）９:００～１０:００  ６名 

 ・場  所： Ａ花壇 

 

６）住民協働チューリップの球根植え 

 日  時： １１月３０日（土）９:００～ ５８名 

  場  所： 各花壇ほか          会員１５名、但東町 ７名 

※ 謝礼（球根）を進呈。 

 

○カネディアンＡＣ、ドイツ学院、光の子保育園との協働球根植え 

・日  時： １２月４日（水）9:00～10:00 雨天は各校で ・場 所： Ａ花壇 

 

○チューリップ球根植え 

チューリップの球根は、会員・住民約９０名、支援団体・園児・但東町の方々の協力で３万球の植付け

が、１２月５日（木）に終了しました。来春、美しい花が咲くのが待たれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ クリーン活動                                

１）地域振興会のクリーン活動 

 ・開催日時 ：４月 11日（木）５名参加 と 

10月 10日（木）六甲アイランド小学校４年生との協働 ４名参加 年２回  

 

２）自治会主催のクリーン大作戦 

 ・日  時：５月２６日(日) ４名参加と１１月２４日（木）６名参加 年２回    

 

３）向洋小学校４年生との協働クリーン活動 ３回 

 

① 日  時：４月２２日（月）１３：３０～ 会員４名参加 

② 日  時：５月２０日(月)１３：３０～１５：００ 会員４名参加 

③ 日  時：６月１７日（月）13：45～15：30 会員５名参加 

 

４）六甲アイランド小学校４年生との協働クリーン活動 ９回 

・日  時 ：５月９日(木)１３：３０～１５：００  会員３名参加 

・日  時 ：６月１３日（木）13：45～15：30 会員３名参加 

・日  時 ：７月１１日（木）１０：４５～  会員２名参加 

・日  時 ：９月１２日（木）10：40～12：00 会員４名参加 

・日  時 ：１０月１０日（木）9：45～11：30 

・日  時 ：１１月１４日（木）１３:３０～ 会員３名参加 

・日  時 ：１２月１２日（木）13：30～  会員３名参加 

・日  時 ：１月９日（木）13：30～15：00  会員３名参加 

 

３・４年生とのクリーン活動 会員２名参加 

・日  時：３月１３日（木）13：40～ 

 

５）神戸国際大学リハビリテーション活動の支援 

  ・日  時 ： ９月９日（月）～１３日（金） 

・活動内容 ： マリンパークおよび島内のクリーン活動とゴミマップの作成 

 

６）六甲アイランド高校生徒会クリーン活動 

 ・日  時 ： １２月９日（月）15：30～ １回  会員２名参加 

 

７）ポイ捨て禁止のパネルの掲示  ２月２５日～２８日 ＜ゴミの多い地区＞参加２名 

 

 

 

 

 

 

 



☐ 環境学習                                   

● 向洋小学校 4年生対象 

・日  時： ７月８日（月）１３：３０～１５：００ 

・会  場： 同校集会室   ・テーマ ： ゴミを考える 

 

■ 環境学習・啓蒙                                

○ 六甲アイランド小学校４年生対象（温暖化防止神戸ネットと共催）会員１名参加 

・ 開催日時：２月１３日(木) １３：３０～１５：００  

・ 内  容：「クリーン活動の総括」と「温暖化を防止する為に」  

 

■ 環境学習                                   

１）向洋小学校 保護者対象を開催・・・会員３名参加 

 ・日  時 ： ９月１７日（火）10：45～11：30 

 ・テーマ  ： 地球温暖化防止のために 

 

■ 環境学習                                    

１）六甲アイランド小学校ＰＴＡ対象     会員２名参加 

 ・開催日時： 10 月 24 日（木）11：00～11：30  

 ・テーマ   エコライフを始めませんか 

 

 

■ 世話人会                                   

年間１９回 開催 

４／１４、４／２１、４／２８、５／５、５／１９、６／２、６／２３、７／１４、８／４、 

９／１５、１０／２０、１１／１７、１２／１、１２／２３、１／１２、１／２６、２／９、 

３／９、３／２３ 

 

■ 助成                                     

○六甲アイランド基金 ３０万円 

○県民ボランティア助成金 ２．５万円 

○兵庫県・神戸市から 花の種子・肥料の現物支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 広  報                                   

○ 会報の発行 年２回 

 

○ 会報（第２２号の発行と配布） 

（７月１４日（日）） 

 

○ 会報（第２３号の発行と配布） 

  （２月９日（日）） 

 

○ 街区へチラシ配布（サツマイモ植え、ボランティアの２種類） 連休中 

 

① 第１2回総会兼会員懇親会のご案内 

（日時）６月 16日（日） １０:３０～１２：００        １３名参加 

（場所）よりあい向洋「食楽」 （会費 無料） 

  １．１３年度の活動方針と予算の説明 

  ２．同上の質疑と当会に関する意見 

  ３．その他 

  総会は会員の親睦の場となるよう、簡単なパーティー形式で行いました 

     

 

② [暑気払いの夕べ]７月２１日(日)１７時～  雨天 ７月２２日(月) 

Ａ花壇(中央花壇)付近で、バーベキューと冷たいビールをいただきました。 

会費 500 円（会員外 1,000 円） 

      ２１名参加 

  

● 忘年会 ●                                

・開催日時 ： １２月２３日(祭) 18:00 ～ 20:00 

・開催場所 ： ｢よりあい向洋｣ 

・参 加 費 ： 500円 （個人会員、家族会員）、 一般 1,000円 

  

● 六甲アイランドコミュニティクルーとの協働開始 ●             

・８月より 

■ 実行委員会兼花壇運営委員会の開催 ４／２８（日）１０時半～        

 （１）開催場所 マクドナルド    ７名参加 

（２） 花壇運営委員会  ８月２５日（日）  １０時～１１時 於：レディスフットボールセンター 

     ９月以降の花壇について                    ７名参加 

（３）活動家会議 ３月２３日（日）１０時～     

 


