
＜＜２０１４年 活動報告＞＞ 
 

■ 花いっぱい活動                                   

 

＝ 第 13 回チユーリップ祭 2014 年 3 月 29 日(土)～4 月 6 日(日) ＝ 

 

スタンプラリー、写生会、サッカー場開放、チンドン屋パレードが開催された。 

４／９国際こどもの祭 １４０名参加 会員１名参加 

 

参加者６０００名、スタンプラリー９５０名 写生大会８３点出展 

マスコミの取材、募金者の拡がり、スタッフも充実、オープンカフェも認知された。 

３／３０雨天中止、寒さと悪天候であったが人出があった。 

 

＝ 第 1４回チユーリップ祭 2015 年 3 月 28 日(土)～4 月 5 日(日) ＝ 

 

チューリップ祭実行委員会の組織化の打合わせ ９／２４（水）午前１０時（自治会） 

                        ９／２６（金）午前１１時（地域振興会） 

                         基金助成、規約 

 

第１回チューリップ祭運営委員会の開催 １２月３日（水）１４時～ふれあい会館 ３名参加 

 

第２回チューリップ祭運営委員会の開催 １月２０日（火） 

 

  ①チューリップ祭実行委員（自治会・地域振興会・当会）にてチューリップ祭りを開催 

   六甲アイランド基金の助成も同委員会にて申請する。 

 

  ②チューリップファンドを委員会の会計とし、年度は１月１日より開始 

 

第３回チューリップ祭運営委員会の開催 ２月１９日（木） 

 

第４回チューリップ祭運営委員会の開催 ３月１６日（月） 

 

●チューリップ球根植え付け １２月６日（土）～１３日（土） 

１）住民協働チューリップの球根植え（小雨決行） 

 日  時： １２月６日（土）９：３０～１４：００ 会員１０名、住民３５名、但東町 ７名 

  場  所： 各花壇ほか           

 

２）カネディアンＡＣ 12/9 40 名、ドイツ学院 1/9 42名、光の子保育園 12/10 30 名との

協働球根植え 

 （ちらし １１／２３ 新聞折込） 

 



●チューリップの球根抜き（学校との協働） 

＜六甲アイランド小学校３年生との協働＞ 

 ・日  時：５月７日(水)  

＜向洋小学校４年生との協働＞ 

 ・日  時：５月１５日(木) 

＜向洋中学校との協働＞ 

 ・日  時：５月８日(木) 

 

≪2014年度 チューリップ ファンド収支≫ 

【収入】募金：６４４，８６５円 【支出】球根代：５００，０００円   広報費：５，５１３円、 

                   美しい街にする会への返還金 １００，０００円、 

                            次期繰越金 ３９，３５２円、 

   過年度繰越金７０８，６２２円と合算して次年度７４７，９７４円でスタート 

 

●県民ボランタリー活動助成金認定 ２５,０００円 １／１５ 入金 

 

＝ グルメシティ六甲アイランド店のレシートで当会に還元 ！ ！ ＝ 

当会が「幸せの黄色いレシート」キャンペーンの対象団体に 

毎月１１日の買い物されたレシート(黄色)をレジ横(入口)の投函ボックスに入れてください。 

レシート金額の１％が当会に還元され、肥料や種などがもらえます。 

毎月１１日は忘れずにお買い物時に投函をしてください。誰でも対象ですので、ご近所やお知り合

いの方々にもお願いしてください。よろしくお願いします。 

 

兵庫県の資材提供助成（２０１４年度） 

 美しい街会も継続ＯＫ 

「神戸レディースフットボーセンター分」は同上緑化サポートクラブにて申請 

別に神戸市教育委員会 種子等の寄贈 

 

●親子サツマイモ植え ５月１８日(日)９時～ 

  （第１部）親子サツマイモ植え ５２組（団体３）１４３人  ２株 ５００円  

  （第２部）飯盒炊さん     ８７名+会員７名 

●秋の収穫祭 

 ・開催日時： 9月 28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」１１９名 

※「野外クッキング会」128名+会員 15名 

●赤花ソバの抜き取り（１１月２７日～１２月２日） 

◎六甲アイランド小３年生との協働 

・日  時： １１月２７日（木）１０：００～１１:００  

 ・場  所： Ａ花壇 

 

 



●島内緑化プランの検討 

 

（１）当会と島内の有志により、現状の把握と実施方法や担当部署の確認などをした。 

    ７月１６日 東部建設事務所にヒヤリング 

    ７月２４日 みなと総局にヒヤリング 

 

（２）緑化プラン検討委員会の設立が可能か、六甲アイランドアワーとの連携や街区掲示も検討した。 

 

（３）当会でやることは今のところ無理と判断し、街づくり協議会に委ねることになった。 

 

 

 

                            次ページに続く （クリーン活動等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ クリーン活動                                

●春のクリーン作戦・・・地域振興会主催 

・開催日時 ：４月 10日（木）9:30-11:00 会員６名参加 

●秋の企業と六甲アイランド小学校４年生との協働  

・日 時：10月 9日（木）会員５名参加 

●自治会主催のクリーン大作戦 

・日  時：５月２５日(日) ９：３０から 会員６名参加  

●六甲アイランド CITY 自治会主催のクリーン大作戦 

・日  時：１１月３０日（日）10:00～ 会員５名参加 

 

1）六甲アイランド小学校４年生との協働クリーン活動 8回 

・日  時 ：５月８日(木)・６月１２日(木)・７月１５日（火）・９月１１日（木）・ 

１０月９日（木）・１１月１３日（木）・１２月１１日（木） 父兄の参加１０名を超える 

 

３・４年生とのクリーン活動 会員２名参加 

・日  時：３月１２日（水）13：40～ 

 

２）向洋小学校４年生との協働クリーン活動 ３回 

日  時：５月２日（金）・５月２２日(木)・６月１６日（月） 

 

３）神戸国際大学リハビリテーション活動の支援 

・日  時 ： ９月８日（月）～１２日（金） 

・活動内容 ： マリンパークのクリーン活動 

 

■ 環境学習                                   

●向洋小学校 4年生対象 

・日  時： ７月１４日（月）１３：３０～１５：００ 

・会  場： 同校集会室   ・テーマ ： ゴミを考える 

 

●向洋小学校 保護者対象 

・日  時 ： ９月１８日（木）10：00～11：00 

・テーマ ： 地球温暖化防止の為に 

 

●六甲アイランド小学校ＰＴＡ対象 

・日 時： 11 月 20 日（木）11：00～ 

・集合場所：クラブハウス  ・内  容  エコライフを始めませんか 

 

●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） 

・ 開催日時：２月９日(月) １３：３０～１５：００ 於：同校集会室 

・ 内  容：「クリーン活動の総括」と「温暖化を防止する為に」  

 

 



■ 総  務                                   

第１3回総会兼会員懇親会 

（日時）６月 15日（日） １０:３０～１２：００ 

（場所）よりあい向洋「食楽」 （会費 無料） 

   １．１４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 

○       

『六甲アイランドを環境にやさしくて人にもやさしい街に！！』 

第 13 回定期総会が、6月 15 日(日)に開催され、１８名の出席で本年度の活動方針が決定されました。 

花壇での、年中花を咲かせる活動に加え、居住３０年までに『六甲アイランドを緑と花の街にするための 

緑化プラン』（グランドデザイン）の検討をはじめ、他団体と協働したいと考えています。来春の第１４回 

チューリップ祭の実行委員会を自治会、地域振興会と立上げ開催します。また、学校のクリーン活動の支援や 

ミニクリーン活動を実施します。また、広報（特にホームページ）を充実させ、組織を総点検します。 

 

・第１回 花壇運営委員会 ８月２４日（日） 於：ＦＣ  １０名 

・第２回 花壇運営委員会 ３月２２日（日） 於：ＦＣ   ９名 

     （活動者会議） 

 

[暑気払いの夕べ] ７月２１日(祭)１７時～  ２０名参加 

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。 

  

● 忘年会 ●                                

・開催日時 ： １２月２３日(祭) 18:00 ～ 20:00 １８名参加 

・開催場所 ： リバーモール・ウエスト｢よりあい向洋｣ 

■ 広  報                                   

（会報） 

会報 ① 第２４号会報７月１３日（日）発行 ホームページをご覧ください。 

会報 ② 第２５号会報２月１９日（日）発行 ホームページをご覧ください。 

 

（FAX 通信）  

積和管理関西での取り扱いが（原稿作成のカネテツさんも）３月末で終了した。 

    ４月以降は 山本さんとＮＴＴデータ通信（メール→ＦＡＸ通信）にて発信する。 

 


