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定期総会開催のおしらせ

六甲アイランドまちづくり協議会の、第９回定期総会を
（平成２６年 ４月１日 ～ 平成２７年３月３１日 ）
次の通り開催いたします。
街にお住いの方や、街づくりに関心のある方ならどなたでも
参加いただけますので、ご来場をお待ちしています。
日 時 ： 平成２７年６月１３日 （土）
午後４時～５時３０分 （午後３時４０分 開場）
会 場 ： ＲＩＣふれあい会館 （向洋中央通り東公園南詰）
議事次第 ：
１．開 会 あいさつ
２．来 賓 あいさつ
３．議長選出
４．議 事
・第１号議案 平成２６年度（H26.4.1～H27.3.31）活動報告
・第２号議案 平成２６年度 会計報告及び監査報告
・第３号議案 平成２７年度 役員改選（案）
・第４号議案 平成２７年度（H27.4.1～H28.3.31）活動計画（案）
・第５号議案 平成２７年度 収支予算（案）
５．その他
６．閉 会 あいさつ
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まち協への参加を募っています。
島内のいろいろな会合やアンケートでは、建設的なご意見や行動力
をお持ちの方がたくさんおられます。景観形成計画及び地区計画の
研究・維持や変更提案などがまち協の大きな目標ですが、「住民を
増やそう！」「景観・環境を守ろう！」「まちを元気にしよう！」
の３つのスローガンのもとに、「街路愛称をつける」活動や、「島
内資源の発掘」「野鳥園の整備・維持を図る」活動なども行ってい
ます。
まちの資源や問題点を見出し、まちの維持・発展と
将来についての多くの知恵を集めるために、有志の
方の参加をお願いします。
★参加申込み・問合せは、左記のFAX or Mail 宛に
お願いします。
＜まち協＝六甲アイランドまちづくり協議会の略称＞

ホームページのアドレスが新しくなりました

http://machikyo.net/

六甲アイラントまちづくり協議会
平成２６年度 活動報告

29日 六甲アイランドサマーイブニングカーニバル準備
30日 六甲アイランドサマーイブニングカーニバル出店、
地区計画、街路の愛称、六甲アイランド高校の研究
○
まちづくり協議会の活動
成果の広報活動
9月2日
運営会
◆ 総会 １回
11日 スポーツエキスポ打合せ
◆ 委員会の開催 11回（うち１回台風接近のため休会）
13日 第5回委員会
◆ 運営会の開催 25回
16日 運営会
◆ 地区計画、街路の愛称等まちづくり協議会活動に関する
30日 運営会
広報。 広報紙（News Letter Vol.33～37）の発行 ５回
六甲アイランド高校SSH 課題研究発表会に出席
◆ 成果
10月9日
運営会 財務省「神戸税関六甲アイランド出張所」
① 地区計画変更について広報、まちかどネットなどで住民に
の見学会を実施
周知
10日 六甲アイランド高校SSH課題研究発表会の「特別講
② 六甲アイランド都市機能ゾーンの１１路線のうち、神戸市
演会」に出席
の街路愛称認定（２路線）以外の路線に、表示板を新たに
11日
第6回委員会
８ヶ所に設置
14日 運営会
③ まちの資源のマリンパーク野鳥園（港湾緩衝緑地）の再整
17日 六甲アイランド地域振興会 秋の交流会に出席
備と観察設備の整備が進み、鳥と植物の観察会を開催
28日 運営会
④ まちかどネット事務局に２名派遣し、同ネット活動に寄与
11月8日 第7回委員会 「六甲アイランド景観形成計画」に
⑤ 講演会を１回、勉強会２回、見学会２回開催し、六甲アイ
ついて勉強会（講師 山本アドバイザー）を実施し、
ランドの現状と将来像等を勉強
勉強会後、六甲アイランド都市機能ゾーンの街並み
ウオッチングを３班に分かれて実施しワークショップ
で意見を集約
9日 スポーツエキスポ(秋季)に協力
11日 運営会
25日 運営会
平成26年度活動経緯 平成26年4月1日～平成27年3月31日
12月2日 運営会
4月1日 運営会
4日 見学会 六甲アイランド南島 「大阪湾広域処理場
12日 第1回委員会
整備事業（大阪湾フェニックス計画) 神戸沖埋立処
15日 運営会
分場と神戸基地」を実施
25日 野鳥園の清掃活動を実施
13日 第8回委員会
29日 運営会
勉強会 前回委員会で実施した六甲アイランド都市
5月6日 会計監査
機能ゾーンの「街並み」点検のまとめを、山本アドバ
10日 第2回委員会
イザーから説明
13日 運営会
16日 運営会
17日 スポーツエキスポに協力
25日 News Letter Vol.35 発行
27日 運営会
H27年
28日 News Letter Vol.33 発行
1月6日 運営会
6月6日 講演会「南海トラフ巨大地震にどう備えるか」
9日 六甲アイランド地域振興会新春の集いに参加
講師 河田惠昭 オルビスホールに出席
16日 六甲アイランド高校芸術祭(ファッションプラザ３Fサ
14日 平成26年度総会
ン広場)で六甲アイランド高校生の描いた風景画
17日 運営会
６点に対し神戸市から 感謝状を贈る会に出席
18日 東部建設事務所、みなと総局訪問
17日 第9回委員会
20日 六甲アイランド地域振興会平成26年度懇親会に
19日 東灘区民のつどいに参加
参加
20日 運営会
7月1日 運営会
2月 3日 運営会
3日 東部建設事務所訪問
13日 向洋中央通りのファッションプラザ南側の万能塀に
7日 News Letter Vol.34 発行
六甲アイランド高校生の描いた風景画６点取付け
12日 第3回委員会
14日 第10回委員会
講演会「阪神淡路大震災での海外救援物資につ
17日 運営会
いて」を実施
25日 News Letter Vol.36 発行
講師 東灘区役所まちづくり推進部 屋久課長
3月 1日 第3回六アイ自然観察会「野鳥園付近の鳥と植物を
15日 運営会
見る会」を 開催
29日 運営会
3日 運営会
8月9日 第4回委員会 台風11号の接近により中止
14日 第11回委員会
12日 運営会
17日 運営会
26日 運営会
31日 運営会
28日 野鳥園水質改善に向けて
31日 News Letter Vol.37 発行
アドバイザーとして碓井甲南女子大非常勤講師と
※委員会・総会の議事録、News Letter は、「六甲アイラ
共にみなと総局・まち協メンバーとで、野鳥園の現
ンドまちづくり協議会」のホームページに掲載しています。
地調査と今後の進め方を協議

