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￨「

:こ 「六甲アイラン ドを汚れのない清潔で
1夫 適なモラルとマナーを備えた心か ら誇 りに思える美 しい街
にするための活動をイ
言う」ことを目的に結成された環境を考
える41意 団体です。(説 身は地域振興会の環境研究部会 )
会員 ￨よ 個人 71名 (内 家族会員 15家 族)・ 企業26社 賛助
23社 特別 6校 の合計 131会 員です。運営は会費 ・助成金
募金で行 つてtiま す。

10餞

活動内容
1.汚 れをなくすクリーン活動
島内の小 中 高 大 外国人学校全校と企業と協働 し月間
3〜 5回 のクリーン活動を実施
2.よ り美 しくする花いつばい活動 (花 育 )
島内約 1300市 の花壇やプランター に花や八一プを栽培 し住
民に癒 しの場を提供 し、両小学校 3年 生と親子に上に親 しむ
行事等を実施。春の 3万 本のチ ュー リップの花 ￨よ 六甲アイラ
ン ドの名物とな リチ ュー リップフアン ドに募金が寄 せら机て
います。
3.モ ラルア ップ活動 (環 境学習)
会報や環境 (ゴ ミ)マ ップ チラシ ポスター等による啓蒙
や環境講座 (学 習)や 自然体験学習を年間 5〜 6回 実施

主ぜ伝報活動

六 甲 アイ ラン ドを美 しい街 にする会"が
昨年 12月 に受賞
に少 しは役立ちたいと活動 を続け
当会 は設立 15年 とな り、街の美化や賑しヽ
て い ます。 この度 当会の活動 に対 して 「まち づ く り奨励賞 Jを 受賞 しま し
た。 これ ￨よ 、会 員の努力だけで ￨よ な く、地域の住民や団体の方々のお蔭 と感
謝 しています。

六甲アイラン ドを清潔で快適な、モラル とマナーを備えた、心か ら誇 りに
思える美 しい街 にするための取組 を実践 .6か 所の花壇で毎年春 に ￨よ チュー
リップ祭を開催。 5千 人以上の来場者があ り、「こうべ 花の名所」 にも選定
されている。同 じ花壇 で 1よ 、親子で参加するサ ツマイモを育てる会も開催 し
てしヽ
る。この他 に、島内の小学校や企業 との 協働 によるク リー ン活動も定期
的 に実施す るな ど街の美化 にも取 り組んでいる。

l)会 員 (世 話人 )の 高齢化が進 み、次世代 への継続がこのままでは難 しい
E)日 常化 した活動を維持する会員不足 と新企画や事務 部門の人材不足
1)、

居住20年 記念「六甲アイラン ド美しい街憲章」

(Ⅱ

)を 解消 し、居住30年 後の街の活性化のた めに、
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新 しい住民 ボランティアに
なつていただけないで しょうか。
ぜひよろ しくお願 い します。

各横 ⁚ ＩＩ ｉ ん 事 麟
︐

美 しい環境をell造 し誇れる郷土となる持続可能な往iに するに
は、目標や規範があれ{ぎ 行 Stlし やすくなるのではと作成 し島
内 3ヶ 所に銘板を設置 している。
「六甲アイラン ドはこんな衡です」標語 とロゴ
島内の学校の/1徒 作品をチラシ ポスターで六甲ライナー等に掲載
環境 ゴミマ ップ
2005年 〜2010年 作成。六甲アイラ ン ドの施設や ゴミを 10月
る地図
に調査。ゴミの種類や多しヽ
場所が半」
会 報
年2〜 3回 発行島内全戸新聞折込を実施。

ボランテ ィアの募集案内は裏のベー ジにあ ります

で検索
ホームページも開設しています『美しい衡会」
『チューリップフアンド』
六甲アイランド
募金のお願い
六甲アイラン ドにチ■―リップの花を絶やさないよう、
チューリップフアン ドを設立して、住民、学校、団体に募
金を呼びかけています。
この募金で来書のチューリップ祭に、花を咲かせたいと
考えています。何卒趣旨を理解いただき、こ協力をお願い
いたします。

六甲 アイ ラン ド
名 物

に,奮 ,佑
「
習冨雇
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(1)フ アン ドの目標額 100万 円 (1000日 )
2016年 12月 末まで

(2)募 金方法
○振込みによる みなと銀行六甲アイラン ド支店
(口 座
名)六 甲アイランドチューリップフアンド (普 )1602996
②募金箱や役員への手渡 し

(3)募 金者名の記名

1口

1,000円

01日 以上 募金者ブレー トに芳名記載して花壇に掲示します。
企業、団体の方は出来れば10日 以上のこ協力をお願いいたします。
(お 問い合せ先)

〒658‑0032
神戸市東灘区向洋町中 2丁 目8 ふねあい会館内
ンド事務局)六 甲アイランドチユーリップ祭実行委員会 米谷(担 当
(フ ア
)

TEL・

FAX 078‑858‑2009

チ■―リップ花壇めくリスタンプラリーは
3日 26日 (土 )・ 3日 ″ 日 (日 )

2015年 度 チ ュー リ ップ フ アン ド収 支 報 告

(2015年 1罵 18・ ヽ12月 31日 )
支出の部 】
収入の部I
【
【
チューリッフ祭関連費用
前奎贋醤越全 74?974嶋
本年賞募金 666601ド ] 子 rヌ ,‑1噸 iltttT6001宮 む
'サ
363.177円
■アイ碁金 400,000講
球根植付関連費用
:球 堀代500000円 含む
636.909円
利
憲
1?2円
婁
主11撻 11渇 き
8,500円
雑
費 ' 2.738円
繰越金 803,423鴫
=賞
計 1.31474?理
31
1.314.74?円

「六甲アイラン ドチューリップ祭実行委員会」(CtTY自 治会、地域
振興会、美街会が幹事会員)が 主催します。

4目 2日 (=L)。 4日 3日 (日 )
4日 9日 (土 )・ 4日 10日 (日 )

に実施されます 。
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グルメシテ ィ六甲アイラン ド店では、毎月 ll剛 よ買物された レシー トが黄色い レシー トとなつています。この
・
・
レシー トをレジを出たところにある 投函ボ ックス (当 会ボ ックス)に 入れて ください。投入 レシー トの l%の
巴料、ごみ袋等を購入させていただいています。
金額が当会に寄贈され花の種や月
どうか忘れずに黄色い レシー トを当会ボ ックスに入れてください。 (家 族やお知 り合いの方々にもこ協力をお
願いいた します。)

