
議　事　次

１

　ｌ．

ノ｀ゝ

開会の挨拶

　　2011年度　　

2012年度
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よりあい向洋(旧食楽)

｢活動振り返り｣

｢活動と今後について｣

2.2011年度収支決算報告と　　　

2012年度収支予算案

3.質疑応答他

米谷 稔

安藤英夫

※2011年度活動報告総括と活動詳細は

　　　　　　別紙又は、当会ホームページを参照下さい。



1）花いっぱい活動

.2011年度を振り返る

＊花壇は夏の酷暑と冬の厳寒のため花の美しさや咲く時期が遅れ　

たが、１年中花を咲かせることができました。

＊第１１回チューリップ祭は、時期を遅らせて開催したが開花が

　遅れたのと、悪天候により見物客が減少した。

　《開会式を悪天候のため中止した｡》

＊地域団体との連携が出来てきた。親子の行事は参加が増えてきた。

＊バラ園が新設され、少し協力できた。

＊リバーモール沿いにプランターを１１基増設した。

＊活動目の作業について、もう少し告知を徹底する必要がある。

2）クリーン活動

　＊地域の団体゛｀の段階的な移行が進みだした･，

　＊企業との協働については、来年度から地域振興会に
々
へ ニクリーン

　は自治会と連携する方向で進んだ。

＊小学校は、定例化してきたが父兄・青少協に少し問題あり父兄

　主体にはなっていない。その他学校は事前に助言をして自主的に

　活動された。

＊啓蒙ポスターの掲載をゴミの多い地域に年２回実施した。



3）環境学習

　＊両小学校の４年生の学習の内容が充実してきた。

　＊父兄対象の実施が定例化しだした。

4）組織と広報

　＊世話人の異動がなく、少しずつ弱体化しているものの何故か、

　会員が増加している。

＊年２回の会報の発行とホームページの充実により、当会の知名度　

は島内外で上がっている。

5）財政

＊チューリップ祭が10回記念のため、チューリップファンドか　

らの支出を増やしたのと、会費や雑収入もあり、期末の残高が

　多くなった。

＊６月から小払い制度を変更し解り易くした。

＊郵便局の振替口座から郵貯銀行口座に変更した。



収入Ｑ都

器皿年度決簒書

科目 ��予算額 �実績額 �差額 �備考

前年度繰越金 ��252,073 �252,073

会費収入 ��390,て)00 �426,5て)０ �36,500

�個人会員(86先)

法人会員(27先)

賛助会員(20先) �100,000250,000　40,000�｜16,500270,000　40,000�16,50020,000　　　0

助成金 ��300,000 �326,000 �26,000

�六甲アイランド基金

県民ボランタリー活動助成 �300.000　　　0 �300.000　26,000 �　　　026,000

事業収入 ��140.000 �105,400 �-34.600

�花いっぱい活動

バスツア一 �50,00090,000 �24,00081,400 �-26,000　-8,600

チューリップフアンド ��500,000 �500,000 �０

その他収入 ��30,000 �60,989 �30,989

当期収入小計 ��1,360,000 �1,418,889 �58,889

当期収入合計 ��1,612β73 �1,670,962

支社1Q銀　

一一

科目 ��予算額 �実績額 �差額 �備考

花いっぱい活動 ��880,000 �708,463 �－171,537

�印刷代

球根代

種･苗代

備品

収穫祭･親子さつまいも

チューリップ祭 �150,000500,000　30,000　4t),000　40,000120,000�　4,500500,000　41,118　31,030　29,927101,888�一145,500　　　　0　11,118　-8,970　-10,073　-18,112　　　　

0 �※球根植付け費用44,200円含む

バスツアー ��80,000 �74,600 �-5,400

�バス料金

その他費用 �40,00040,000 �　27,500.47,100 �-12,500　7,100

広報活動費 ��280,000 �255,969 �-24,031

�広報誌作成費･折込代

FAX通信費

チラシ作成･折込

活動費

ホームページ維持費 �200,0ao　30,000　30,000　20,000�214,494　17,025　4,450　20,000�　14,494-12,975　タ　0-25,550　　　0

クリーン作戦活動 ��30,000 �1,280 �-28,720

�活動資材購入費 �30,000 �1,280 �-28,720

活動費 ��150,000 �82,100 �-67,900

水゛ﾗﾝﾃｨｱ災害共済加入 ��10,000 �3,500 �-1,500

仮受会費(前年入金分) ��90,000 �114,000 �24,000

当期支出合計 ��1,520,000 �1,239,912 �-280,088

収支残高(次年度繰越金) ��92,073 �431,050

残高 �現兪 �47,777�邪便貯命 �45,001

�銀行夜会 �33a,272

監査の結果､正確かつ瓢ﾂ77ﾂじなﾌｽjFことを確認しました。

　　　　　　　　　　　　　　　会計監事　⑤ﾅ匹∧伴



§.今年度の活動と今後

＊今年度は、『六甲アイランドを“環境にやさしい街”に加え“人にもやさ　

しい街”にするため』の活動を実施します。

　六甲アイランドの美しい街づくりの推進のため、街を花いっぱいにする

活動に力をいれ、行事を減らして花いっぱい活動を中心に進めます。

クリーン活動は当会が中心となっての活動から撤退します。

活動に参加する人を増やすための勧誘に励むとともに新世話人をスカウト

　したい。このことが出来ないと当会の継続は難しいので、啓蒙活動に　

力を入れていきたい。

1）クリーン活動

＊両小学校４年生との協働は､環境学習との関連もあり今年も実施するが、

　今後父兄で実施出来るよう配慮する。

　＊その他の学校は、事前の打ち合わせのみで出来るように進めたい。

　＊企業や自治会のクリーン活動・ミニクリーン活動は会員の有志で参加　　　

します《今年からボランティア保険を一部自治会で負担頂いている｡》

2）花いっぱい活動

＊年中花壇に花と緑をいっぱいにして、住民の憩いの場としたい。

＊子供が土に親しみ、自然の中で活動できる行事を残し、イベントを絞り、

　花作りに励み、会員の親睦の揚とします。

＊今秋に女子サッカー練習揚が完成するので､市民に開かれた美しい花壇と

なるように努力します。



＊自治会、地域振興会、カモメクラブ、バラファミリー、神戸国際大

　INAC、神戸市等との連携を深め、街づくりに寄与したい。

＊活動する人々に無理のないような植栽計画を考え実行します。

＊次年度(2013年)以降の活動については、縮小や栽培方法など抜本的な

　改善策を2013年１月中に立案します。

《チューリップ祭》

＊第11回の祭は時期を遅らせて、イベントを絞って実施することにした。

　《開会式は悪天候のため中止した｡》

＊地域の各団体のボランティアがたくさん協力していただきスタッフが　　

揃ってきた。第12回は、リーダーがスタッフを掌握し指示が出せる

　　体制にしたい。　　　《実行委員会で位置づけをはっきりする｡》

　＊もっとイベントに人が集まるように仕掛けを考えたい。

　＊チューリップファンドのあり方をここ1～2年で決める必要がある。

3）広報

　＊会報を年２回発行する。　　　＊ホームページの充実のため工夫する。

　＊『活動のお知らせ』の改廃を検討する。＊啓蒙ポスターの掲出を続ける。

4）環境学習

　＊両小学校の４年生と父兄会対象の学習は続けたい。

　＊農村との交流のためのバスハイクをやりたい。

5）会計

　＊４半期ごとに使途がわかるようにする。



収入妥馥

皿

科目 ��予算額 �前年実績額 �差額 �備考

前年度繰越金 ��431,050 �252,073

会費収入 ��376,000 �426,500　-一一　116.500　270,000　40,000�－50,500　-16,500　-40,000　　6,000

�個人会員

法人会員

賛助会員 �100,000230,000　46,000

助成金 ��226,000　200､000　26,000�326,000　300,000　26,000�-100,000一一一一一一　-100,000　　　　　0

�六甲アイランド基金

県民ボランタリー活動助成

事業収入 ��　　　　95,000－　　　-一一　　

　　　40,000　　　　　

55,000 �105,400 �－10,400

�花いっぱい活動

バスツアー ��24,00081,400 �　16,000-26,400

チューリップフアンド ��500,000 �500,000 �０

その他収入 ��30,000 �60,989 �-30,989

当期収入小計 ��｜,227,000 �1,418,889 �-191,889

当期収入合計 ��1,658,050 �｜,670,962

支出辺釜

科目 ��予算額 �前年実績額 �差額 �備考

花いっぱい活動 ��910,000 �708,463 �201,537

�印刷代

球根代

種･苗代

價品

収穫祭･親子さつまいも

チューリップ祭 �　10,000500,000　20,000　40,000　40,000300,000�　4,500500,000　41,118　31,030　29,927101,888�　5,500　　　0-21,118　8,970　10,073198,112　

　　0 �※球根植付け費用45､000円含む

バスツアー ��55,000 �74,60027,50047,100�-19,600　　2,560　-22,100

�バス料金

その他費用 �30,00025,000

広報活動費 ��320,000 �255,969 �64,031

�広報誌作成費･折込代

FAX通信費

チラシ作成･折込

活動費

ホームページ維持費 �230,00030,0圓10,00030,00020,000�214,494　17,025　4,450　20,000�巧,50612,97510,00025､550　　　0

クリーン作戦活動　　　

卜舌勤資材購入費 ��10,000　10､000�1,280 �　　　　　　8,720㎜　　㎜　㎜㎜㎜㎜　　　　　　B,720
� 一 一 　 一 一

���1,280

活動費 ��100,000 �82,100 �17,900

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済加入 ��5,000 �3,500 �1,500

仮受会費(前年入金分) ��60,000 �114,000 �－54,000

当期支出合計 ��1,460,000 �1,239,912 �220,088

収支残高(次年度繰越金) ��198050 �431050
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