
六甲アイランド

ROKKO ISLAND IS MEETING TO
MAKE A BEAUTIFUL CITY

美しい街
ニュース

六甲アイランドを美しい街にする会
世話人代表　梅崎　俊文

発　行

個人会員
家族会員
企業会員
賛助会員
特別会員

27名
53家族
39社
19社
４校

来年も沢山のチューリップを咲かせられるよう、
募金のご協力をよろしくお願いいたします。

インスタグラムやってます

みなと銀行　六甲アイランド支店
普通1602996
「六甲アイランド
　　　チューリップファンド」　
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チューリップ募金の
お願い

チューリップ募金の
お願い

　会のことを、より多くの方に知っていただきたいと思いInstagramに活動
の様子や、花の写真をアップしています。
　今までとは違うアプローチの仕方で、より広い世代の方に
この街を知って好きになってほしいと私達は考えています。
イベントや毎月のお知らせもInstagramからご覧いただけ
るようになっています。ぜひ一度覗いてみてください。
　会員のお申し込み・ご質問等もDMより受け付けておりま
すのでお気軽にお声掛けください。

インスタグラムやってます

第
21
回
チューリップ祭開催チューリップ祭開催チューリップ祭開催

2022年３月20日(日)～４月３日(日)

　今年は例年より寒い日が続き、
少し遅めの開花となりましたが、
無事に約３万本のチューリップが
咲き誇りました。コロナ禍の開催
でしたが、多くの方にご来場いた
だくことができました。写生会（約
120人)・花の人気投票（1949票）
数年ぶりのスタンプラリー（500
人以上）も大好評でした。
　チューリップ祭を支えて下さい
ました皆様には、心より感謝申し
上げます。又、チューリップファ
ンドの方にもたくさんのご支援を
ありがとうございました。

ボランティア活動を
始めませんか！

ボランティア活動を
始めませんか！

ボランティア活動を
始めませんか！

　島内５つの花壇で花やハーブを育てています。
草引きや水やりなど簡単な作業から、耕運機を
使った重労働まで色々な作業があります。ご自
身のペースでできる活動をお手伝いください。

活動日以外でも、夕方からでも、週1でも、ご
都合に合わせて手を貸してくださいませんか？

花いっぱい活動（花育）花いっぱい活動（花育）花壇地図参照Ⅰ.Ⅰ.

日・火・木曜日８：30～10：00活 動 日 時

クリーン活動クリーン活動Ⅱ.Ⅱ.
毎月（ミニクリーン）第２・４日曜から月曜
　ゴミを拾って9：00までにＡ花壇へ
※雨天は翌週　街区周辺の道路のゴミ拾いです

N
各花壇の
位 置
各花壇の
位 置

インザドア合同会社
CASA　BLANCA
(学)カネディアンアカデミイ
社会福祉法人協同の苑
学校法人　甲南学園
神戸国際大学
(株)神戸商工貿易センター
神戸新交通(株)
神戸ドイツ学院・
　　　ヨーロピアンスクール
神戸学園
　　神戸動植物環境専門学校
神戸ベイシェラトンホテル
＆タワーズ
(公財)神戸市スポーツ協会
神戸レディースフットボールセンター
コープこうべ生産事業部
CIRCUS

さかた内科クリニック
積水ハウスGMパートナーズ(株)
旬菜Dining たんぽぽ亭
セレゾン６L-aiフットサルクラブ
Daigasエナジー（株）
(株)ダイヘン
高羽六甲アイランド小学校
なの花薬局
　　六甲アイランド向洋町店
(株)ニュースダスト
社会福祉法人ぶどうの枝福祉会
　　　光の子認定こども園
日々家　HIBIYA
ビューティーパレード
　　　　　六甲アイランド店
美容室　COSMOS
ホテルプラザ神戸
ポルシェセンター神戸

マクドナルド六甲アイランド店
松井クリニック
みなと観光バス(株)
(株)ゆめや
ルボナー
公益財団法人　甲南会
　　六甲アイランド甲南病院
六甲アイランド地域振興会

阿部整形外科リュウマチ科クリニック
尾埜歯科医院
神戸六甲アイランド郵便局
しのぶ庵
青少協向洋支部
セブンイレブン神戸六甲アイランド北店
セブンイレブン神戸六甲アイランド東店
ソース工房FONTE
大樹整骨院
㈱西日本宇佐美 山陽支店六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞSS
兵庫農業クラブ(よりあい向洋)
ファミリーマートアイランドセンター駅東店
ファミリーマート陸前屋六甲アイランド店
フォトJOE
フラワーケンズ
ペットの便利屋さんミネルバ
ペットフィールド
マスト
夢の星幼稚園

企業会員企業会員 賛助会員賛助会員

掲載はしておりませんが
他にも多数の企業さまが
ご支援くださっています。
ありがとうございます。
（会員名は50音順）
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新代表あいさつ 世話人代表　梅崎　俊文

　花壇の土が毎年少なくなって、困ってい
ます。プランター・鉢の古い土や肥料をい
ただけないでしょうか？
　使い終わった土を袋に入れて活動時間内
にＡ花壇にお持ちください。なお植物、プ
ランター、鉢はお引き受けできません。

プランターの土をリサイクル！！プランターの土をリサイクル！！

チューリップ球根掘り

　今年度もコロナ対策として、30家族を３回に分けて苗植えを
行いました。今年は初の試みとしてスタッフ枠を設け、美街会の
活動者と一緒に苗植え当日のお手伝いをしていただきました。
　親子会員さんには植え付けてから収穫までは、サツマイモの
水やり・雑草抜きの作業をしていただきます。
　当日は晴天に恵まれ、ご家族で楽しみながら植えて頂いてい
る姿を見て、とてもいい風景だなぁと思いました。
　そして今年も徳島県の仲井農園様のお力添えを頂き、鳴門金
時の苗提供やアドバイスをいただきながら運営してまいります。
　このまま無事に秋の収穫を迎えられますように。

　神戸動植物環境専門学校・神戸国際大学・カネ
ディアンアカデミィ・神戸ドイツ学院ヨーロピア
ンスクール・光の子認定こども園・高羽六甲アイ
ランド小学校・向洋第二学童保育コーナーの皆様、
そして一般の皆様がチューリップ球根掘りにこら
れました。
　掘っていただいた球根は、子供達や学生さん達
にお持ち帰りいただきました。この球根は陰干し
してきれいに保つとまた来年チューリップを咲か
せることができます。

　６月９日(木)に神戸市立六甲アイランド小学校４
年生の皆さんと、約３年ぶりにクリーン活動を実
施しました。日頃使っている公園や通学路を中心
に４グループに分かれて約１時間ゴミ拾いをしま
した。暑い中、子供たちは道や街路樹の植栽に捨
ててあるゴミを拾い「こんなところになんでゴミ
が突っ込んであるんやろう…？」とすごく複雑な
表情でゴミ拾いをしていました。活動が終わる頃
には、子供たちの袋の中は燃えるゴミ・缶・ビン・
ペットボトルが大量には
いっていました。大人子
供関係なく、一人一人が
ポイ捨てをしない・ゴミ
は持ち帰るかゴミ箱に捨
てるという意識が持てた
らいいなと思った１日で
した。引き続き、後2回
クリーン活動を行う予定
です。

　６月18日(土）第21回定期総会が行われました。新たに梅崎新代
表が就任しました。

　2022年4月より、代表に就任しました梅崎俊文です。
　元代表の米谷さん・吉田さんの時は、会計担当として、活動に参
加していました。
　「六甲アイランドを美しい街にする会」の代表として、今まで
培ってきたことを大切に、花壇・クリーン活動される方が楽しく、
また、花を見られる方が和めるようにしていきます。
　当会の活動にご興味のある方は、是非、気楽に参加していただけ
ますよう、よろしくお願いします。

第21回 総会

チューリップ球根掘りチューリップ球根掘り

親子でサツマイモを育てる会
苗植え

親子でサツマイモを育てる会
苗植え

親子でサツマイモを育てる会
苗植え

親子でサツマイモを育てる会
苗植え

振 込 先
三井住友銀行六甲アイランド支店

普通預金 3285869

是非、ご協力よろしくお願いします。

口座名義
六甲アイランドを美しい街にする会

２０21年度収支決算書

376,471

306,562

3,514

69,164

138,500

0

894,211

519,920

科  目 実績額

花いっぱい活動

広報活動費

クリーン活動

活動費

借受会費(前年度入金分)

その他支出

当期支出合計

次年度繰越金

支出の部

153,587

535,500

45,000

20,000

660,044

1,260,544

1,414,131

科  目 実績額

前年度繰越金

会費収入

助成金

事業収入

その他収入

当期収入小計

当期収入合計

収入の部

260,000

315,000

10,000

80,000

0

665,000

439,920

科  目 予算額

花いっぱい活動

広報活動費

クリーン活動

活動費

借受会費

当期支出合計

次年度繰越金

支出の部

519,920
530,000
30,000
25,000

0
585,000

1,104,920

科  目 予算額

前年度繰越金

会費収入

助成金

事業収入

その他収入

当期収入小計

当期収入合計

収入の部

２０22年度収支予算書

定期活動定期活動
日・火・木

8：30～10：00
　季節的に外飲みをされる方が
多いのか、飲食のゴミが目立ち
ます。特に夏場は特定の場所に
まとめてゴミが捨ててありま
す。少しの時間でもいいので活
動していただけると助かります。

　幅広い世代が集まり、交
流しながら色々な花を育て
ています。春は主にチュー
リップ、夏は主にサツマイ
モの他たくさんの花のお世
話をしています。

毎月第２・４月曜
～９：00花

いっぱい
活動

クリーン
活動

花
いっぱい
活動

クリーン
活動

花
いっぱい
活動

クリーン
活動

ダイエー黄色いレシート
キャンペーン

ダイエー黄色いレシート
キャンペーン

ダイエー黄色いレシート
キャンペーン

ダイエー黄色いレシート
キャンペーン

　ダイエー六甲アイランド店では、毎
月11日に買い物されたレシートが黄
色いレシートで出てきます。
　このレシートを当会の投函ボックス
に入れていただくと合計額の1％が当
会に寄贈される仕組みです。
　今年度も皆様
の温かいご支援
により、たくさ
んの土や肥料、
消耗品（ごみ袋
など）を購入す
ることができま
した。
　心より感謝申
し上げます。

「あなたの思いやり」で
当会をご支援ください
「あなたの思いやり」で
当会をご支援ください

4月25日(火)
　～4月30日(土)

クリーン活動クリーン活動クリーン活動
六甲アイランド小学校４年生

会
員
募
集

　六甲アイランドを美しい街に
する会では会員を募集していま
す。一緒に花や緑が溢れた清潔
な街づくりに取り組みませんか。
ご希望の方は下記連絡先までご
連絡ください。

ri.bi.machikai@gmail.com
090―7102―8567　梅崎宛まで
当会は、会員の皆様の会費で運営されています。

個　　人１口
家族会員１口
法　　人１口　

1,000円
1,500円
10,000円

年
会
費
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