
『H22年11月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年11月27日（土）１０時〜１２時

会場 ウエストコート7番街コミュニティーホール

役員総数 （７2名） 出席者35名、委任状15

報告事項

１.会長より

①「まちのにぎわい創出委員会」について
・10/8申請した兵庫県まちのにぎわい創り一括助成金事業について残念ながら不採択で
あった旨報告あり。
②「歳末助け合い運動」について
・12/3〜5まで、婦人会を中心にダイエー付近で募金活動するよう申請中。
③島内での工事に関するお知らせ（２件）
・道路新設工事（マリンパーク駅南側）工事期間：H22.11.1〜H23.3.20  
・大容量貯水槽電気室整備工事（シティヒル東側緑地）工事期間：H22.11.29〜H23.3.31
④年末自衛警戒に関するお願い
・12/28（火）〜30日（木）アイランドセンター警察官立ち寄り所に集合し、見回りを行う。 ・各
街区から、最低でも２名選出をお願いしたい。（12/12までに報告のこと）
⑤２０１１年主要行事予定について
・資料に基づき、年間スケジュール案について説明。

2.環境部より（實行副会長、西森副部長）

①「赤い羽根共同募金」の結果報告
・募金協力へのお礼と募金総額が自治会分を含めて62,753円であったとの報告。
②「秋のクリーン大作戦」（11月28日開催予定）について
・資料に基づき、当日の作業内容等について説明あり。
③街灯に関するお知らせと東部建設窓口について
・六甲アイランドCITYに関する神戸市の管理担当窓口について説明あり。
・街路灯に関する調査の結果データについては、環境部で管理。閲覧希望の場合はふれあ
い会館まで。
・要望や相談については、まず環境部（實行副会長、西森副部長）へ連絡を。
④防災行政無線について
・H22.7月デジタル化に伴い、防災無線もデジタル化を実施予定。（無線機器を北公園に新
設予定）

3.事業部より

①街区対抗ドッジボール大会結果
・１２街区６チーム参加。順位の結果報告あり。
②「東灘の文化に触れるツアー」（子供神輿コンテスト上位者）の報告
・入賞街区（W３・W4・W７）より小学生２２名、付き添い６名が参加との報告あり。（会計報告
は次回に）

4.総務部より

①１２月度役員会の休止と１月２３日役員会開催場所について
・１２月は例年どおり休会。1/23の役員会はふれあい会館で開催。（２月より再び各街区持
ち回りで開催）

5.その他

①ラグビー場跡地のマンション建設問題について報告あり。（W４山本理事長、W２０柏木理
事長）
・事業主との交渉（特に日照権、建ぺい率等）は決裂。W４では11/20より抗議行動。W２０で
は住民有志が神戸地裁にマンション建設中止禁止の仮処分申請を行った。
・自治会としての対応は次回部長会で検討予定。（北岡会長より）
②社会福祉法人協同の苑より、「安心して暮らせるまちづくりのお手伝い」計画の作成と利
用についての案内について報告あり。

以上

作成月日 平成22年11月27日（土） 議事録署名人 井藤一久

作成者 丸田博隆



『H22年10月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年10月23日（土）１０時〜１２時

会場 ウエストコート6番街コミュニティーホール

役員総数 （７2名） 出席者36名、委任状10

報告事項

１.会長より

①まちづくり協議会の取り組みについて
・兵庫県まちのにぎわい創り一括助成金等についての口頭説明（10/8申請、審査は11月末
頃） ・街角を確保していくための活動について口頭報告。
②行政との懇談会の報告（初めての文書報告）
・２５項目の質問事項を事前準備、行政からの回答等について、文書にて説明された。

2.事業部より

①文化フェスティバル報告
・１０／１６ 盛会のうちに無事終了（観客数２５０名程度）。来年は１１／２７に実施したい。
②夏祭り子供神輿の入賞街区のバスツアー実施要領
・１１／１４（日）に実施予定（お子様３０人程度でバス１台）。
③第4回街区対抗ドッジボール大会状況

１１月３日（水）１０時から実施予定（於：芝生広場）。現在まで６街区から申し込みあり、
１０／２６まで追加募集することとした（雨天の場合、当日朝８時までに連絡する）。

3.環境部より

①島内の神戸市管理担当窓口報告（街灯についての連絡先等）
各管理組合に個別に資料を渡す予定（各街区管理人の説明も含む）。

②容器包装プラスチックごみ分別について（飛散防止ネットの必要性等）
 H23年1月２２日の役員会にて説明会あり（実施は２３年４月〜）。
③秋のクリーン大作戦（11/28予定）について

4.その他

①防災マップリニューアル等（H15年作成のマップをリニューアル中）
次回役員会はウエストコート７番街にて実施予定（１１／２７）

以上

■ウエストコート6番街ご紹介
W６／山田理事長殿よりＷ６の概要についてご紹介いただきました。

作成月日 平成22年10月23日（土） 議事録署名人 北岡 英希

作成者 瀬戸 宏久



『H22年9月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年9月25日（土）１０時〜１２時

会場 ウエストコート５番街コミュニティーホール

役員総数 （７2名） 出席者36名、委任状12

報告事項

１.向井副会長よりあいさつ

北岡会長が家族のご不幸より不在のため、向井副会長が開会の挨拶をされた。

2.事業部より

①夏祭り反省会（アンケート結果の配布）
・南ステージへの拡大により祭りがさらに活況となったが、ステージ進行の遅れについては

改善が必要と思われる。
・ゴミ収集をもっとやりやすいように工夫が必要。また警備の指示等明確にすべき。
・等々多岐にわたり反省点や良かった点があがった。
・その他、気になる点があれば事業部まで連絡いただきたい。

②夏祭り特別会計収支報告（9/23現在での仮決算）
・別紙報告の通り（収入：¥8,891,902、支出：¥8,494,633 ）

収入では協賛金が予算より増加、支出では広告宣伝費、設備費等が予算より増加し
た。

・子供神輿に対して東灘区制60周年の助成があり、その分予算より多く出費。
③第８回文化フェスティバルについて

１０月９日の第２回サポート委員会にて打合せ予定。１６日開催。
④第4回街区対抗ドッジボール大会の件

１１月３日（水）１０時から実施予定（於：芝生広場）。１０／１６までに事業部へ申し込み。

3.その他

①自治会懇談会について
  9月２９日（水）１４時〜１６時、役員会ﾒﾝﾊﾞｰで参加可能な方は是非出席いただきたい。

②赤い羽根共同募金への取組みについて
１世帯当たり１０円なので是非協力をお願いしたい（役員会終了後に羽根、ﾁﾗｼ等配

布）。
③ウクライナ民族音楽舞踊団公演10月10日（日）、六甲アイランドハロウィンフェスティバ

ル10月30日（土）の後援の了承と積極的に参加いただきたい。。
 ④応急給水拠点の再整備工事についてのお知らせ（本年１１月〜来年３月） 

⑤ＲＩＣふれあい会館１０周年行事のお知らせ。詳しくは10月1日発行の[RICふれあい会館
だより]で。

次回役員会はウエストコート６番街にて実施予定。

以上

■ウエストコート5番街ご紹介
W５／平林理事長殿よりＷ５の概要とＨ２２年度の主な事業・課題についてご紹介いただき

ました。

作成月日 平成22年9月25日（土） 議事録署名人 松本 啓二

作成者 瀬戸 宏久



『H22年8月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年8月21日（土）１０時〜１１時３０分

会場 ウエストコート４番街コミュニティーホール

役員総数 （７2名） 出席者４6名、委任状１2

報告事項

１.会長より

①認知症高齢者支援ネットワークについて
個人的な問題を含んでおり、十分な準備と検討を今後も継続する。

②警察官立ち寄り所開設の件
８／１０に開所式を実施。多数の方に参加いただいた。

③自治代表者と行政との懇談会開催について
９月２９日（水）開催予定。事前に要望、質問、意見等集約しておき、当日回答をいただく。
意見等あれば９／３までに自治会（ふれあい会館）に提出する。ＦＡＸ／メールでも可。

④その他
・Ｗ４の道路の看板（サインボード）を運転者視界確保のため西に７ｍ程度移動予定。
・エコアート広場（アートカプセルプレイベント）８/22開催。
・RICミュージシャンズのクリスマスコンサート開催(12/19)。
・ラグビー場跡地のマンション建設工事に関する説明会予定
 （Ｗ４対象、8/29 14時〜於ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾄ）
・六甲アイランド内の私立小学校新設計画（2012年4月開校予定）
・トランクルーム解約（９／１より）

2.環境部より

①街灯調査実施の件
ＲＩＣ内の街灯点検が７年間実施されていない。各街灯の管轄部署を調査し、
データを整理して自治会としての運用を方向づけしていく予定。

3.事業部より

  ・ラジオ体操後期（8/21〜8/31）、文化フェスティバルへ協力依頼の連絡。
  ・夏祭りの件、８／２２のサポート委員会（ふれあい会館15:00〜）にて詳細説明予定

・中止、実施の判断は当日の９時、１２時、１５時に行い、中止の場合のみ連絡を行う。

4.検討事項

①夏祭り子供みこし審査の件：高橋事業部長の提案通り承認された。
②東灘の文化に触れるツアーの件：同上

5.その他

役員会の案内をメールでの希望者はric-jichikai@ricv.zaq.ne.jpまで申し込み。
  議事録はホ−ムページ（http://www.ric.jp/）よりダウンロードのこと。

次回役員会はウエストコート５番街にて実施予定。

以上

■ウエストコート4番街ご紹介
W4／山本理事長殿よりＷ４の歴史とＨ２２年度の主な事業・課題について
ご紹介いただきました。

作成月日 平成22年8月21日（土） 議事録署名人 北岡 英希

作成者 瀬戸 宏久



『H22年7月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年7月24日（土）１０時〜１２時

会場 RICふれあい会館ホール

役員総数 （７2名） 出席者４２名、委任状１2

１０時〜１１時 出前トーク「東南海地震について」
講師：神戸市危機管理室／小林主幹、石原主査

報告事項（11時〜）

１.会長より

・交番立ち寄り所開設の件（8/10 11時〜 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ予定）
・ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ西側の件、再度水を流すためには、4,700万円の費用必要。

ﾎﾟﾝﾌﾟを替える必要がある場合、さらに5,000万円が必要で、現状予算取りされていない。
今後は水路以外の使用も検討する。

2.事業部より

①ラジオ体操の件
７／２２から実施中。各街区のお世話係の方よろしくお願いしたい。

②夏祭りの件
・子供みこし作成準備金として、各街区代表に各２万円手渡し（支援金１万円含む）
・詳細については、別紙にて報告された。

3.環境部より

・副部長に西森 元亮氏を選任。全役員により承認された。

4.討議事項

①会長より、役員会の各街区持ち回りについて説明され、次回8/21はW4集会所で開催
する

ことで全役員から了承された。
②街区連絡網について、議事録については自治会ホームページより、各街区がダウン

ロード
し必要枚数をコピーし各掲示板に掲載することに決定した。役員会の案内等のメール

配信
用で、可能であれば個人のメールアドレスを自治会に登録してもらいたい。

5.その他

①地上デジタル放送の件、J．COMに加入の場合、2011年以降も2015年３月まで、現在
の

ｱﾅﾛｸﾞﾃﾚﾋﾞが使用可能との連絡があった。
②ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 跡地へのマンション建設が近々開始されるとの連絡があった。

以上

作成月日 平成２２年7月２4日 議事録署名人 北岡 英希

作成者 瀬戸 宏久



『H22年６月度 定例役員会』議事録

日時 平成22年６月26日（土）10時～12時

会場 RICふれあい会館ホール

役員総数 （７１名） 出席者４２名、委任状１3

連絡事項･19期重点活動

１．会長より

１９期執行部紹介 会長・各専門部長・副部長
新任役員紹介（松本総務部長より） Ｗ４とＥ１０の役員の交代がありました。

連絡事項
①情報ハンドブックの間違い電話の対応について

中華料理「たんぽぽ」の電話番号が女性（島外の灘区の方）の電話と間違い、迷惑を
おかけした。
謝罪と補償の要求があり、誠意をもって謝罪と５万円を支払いし処置しました。
念書も頂戴した。

②放置自転車の管理組合アンケート
放置自転車の集計結果の報告。管理組合によって放置自転車のチェック時期や
方法処分費用が違う。
ステッカーが貼っていても見えにくい場合がある。定期的（年１・２回程度）に更新
することで、チェックできる。
管理組合毎で検討し実施してほしい。また環境部でも考えていきたい。

・行政担当部署にも意見を言っていく必要あり。
③事業部より、

・夏祭り８月２８日最終土曜日。安心安全を大前提で開催。
サポート委員会６月27日（日）開催。
予算は総代会の予算通り。
２３回目、手作りの夏祭りですので各街区のご協力をお願いします。
・ラジオ体操前期7月22日～、後期８月22日～

各街区の当番制です。担当の日程、説明会実施。各街区のリーダ・担当者を決めて
報告お願いします。
ラジオ体操の実施要領の説明がありました。体操指揮の中学生は練習して来ていた

だく。
・第８回文化フェスティバル

１０月１６日（土）に開催。例年より１ヶ月早い。サポート委員会９月18日、
10月９日実施。

④その他
・ＮＰＯ法人【仕事と子育て】カウンセリングセンターの説明。子育てと仕事をしている
女性向けの支援。
・小磯記念美術館の招待券の紹介、木下サーカスの無料招待券、割引券の紹介。
・リバーモールの流水運用のお知らせ。北側は１０月までは連日運転。
・西側は未定、今後の検討。やはり水を流してほしいという意見あり。再調査もしてほしい。
・役員会の案内や結果のＩＴ化の推進の意見あり。
・六甲アイランドだより７月１日発行。７月3日、ＯＳ系の映画館オープン。他活性化の意見。

会長より１９期重点活動

会長就任あいさつ。
活動方針の発表

自治会活動の方針・役割・指針・課題（防犯防災体制）・
質の充実（まちづくり協議会・他団体との連携）
多子高齢化社会への対応・実践（課題認識）

活動方針発表のパワーポイント資料 ダウンロード

各資料 ダウンロード

以上

作成月日 平成２２年６月２６日 議事録署名人 北岡 英希

作成者 松本 啓二



六甲アイランドCITY自治会 平成22年5月度役員会 議事録
開催日時 平成22年5月22日（土）10時～12時

開催場所 RICふれあい会館ホｰル

役員総数 73人

出席者数 出席者41名、委任状7名

報告･検討事項（松本部長議事進行）

1 環境部より

(1)落書きについて
住宅展示場跡地の目隠し用衝立（ついたて）に落書きがあり、役所に連絡して消去。交

差点
部にも落書きがあり、こちらも役所に連絡して消してもらった。5月30日のクリーン作戦時
にも、落書きがあれば連絡。

(2)クリーン大作戦
ゴミ袋と手袋を用意している。持っている人は持参してほしい。

(3)放置自転車関連アンケート
各街区理事長にアンケートを配布している。各街区でどのように自転車を管理している

かに ついて現状把握するもの。

2 総代会について

(1)出席者・委任状について
提出がない街区については明日（日曜日）までに提出する。定数分の出席と委任状が

必要。
(2)質問について

W5街区から提出された質問書・意見書について、総代会でどのような回答をするかにつ
い て検討した。

①ふれあい会館運営費について
②太陽電池・風力電波時計の経費が予算を上回った理由
③新規事業費は根拠予定していないのか
④ふれあい会館運営費根拠
⑤連合としての自治会も考えられるのでは
⑥情報ハンドブックの必要性
⑦サマーイブニングカーニバルの予算規模について
⑧他の意見が出た場合

(3)議長・書記について
議長：重友氏（W5） 書記：瀬戸氏（E4）

(4)準備について
当日9時に集合。可能であれば、各街区の理事長は12時半に受付に集合し、各街区の

出席者
数・委任状を集計する。当日の総代会出席も構わない。出席としていて欠席になった場

合は
ノーカウントになる。カウントする場合は委任状が必要。

(5)六甲アイランド便りでの内容提示 六甲アイランド便りの中に、内容を反映したものを発
行

する。

3 その他

(1)今後の予定
サマーイブニングカーニバル準備会合：6月27日の15時～16時
文化フェスティバル：10月16日（土）開催
ドッジボール大会：11月3日（祝）

(2)総代会の後に役員会17時ころまで。
(3)デカパトス７月３日、４日にプレオープン ９月１２日まで

音の問題もあり、今年は18時までの営業（昨年は19時まで）
(4)七夕列車６月９日～７月７日に運行。 6月18日に出発式。
(5)協同の苑アートカレッジのジュリアホール15周年。自治会に後援を依頼されている。

後援名義。費用は出ない。
(6)助成依頼の書類提出について区政60周年 サマーフェスティバルと文化フェスティバル、

それぞれに30万円の助成依頼の書類提出をする。



以上

作成日 平成22年5月22日（土） 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 遠香尚史 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会 平成22年4月度役員会 議事録
開催日時 平成22年4月24日（土）10時～12時

開催場所 RICふれあい会館ホｰル

役員総数 74人

出席者数 出席者43名、委任状8名

報告事項

1 東灘区役所より（アポなしで急遽説明に来られたもの）

(1)国勢調査の件
10月の国勢調査に関するこれまでとの相違点
→回収時は郵送が基本（配布は今までと同じ）、100世帯/調査員2名、詳細は別途。

2 総務部より

(1)総代会議案書審議
①第18期総代会までのｽｹｼﾞｭｰﾙ（案）

5/8(土)に各街区代表者が必要書類を取りに来ること。
②第18回定期総代会議案書（岸本会長から議案説明）

・第１号議案審議（第18期事業報告）
数か所の修正を前提に、全役員が承認した。

・第２号議案審議（第18会計報告及び監査報告）
全役員が承認した（ただし渉外費の内訳、やふれあい会館運営費等の詳細確認必

要）。
・第３号、４号議案審議（第19期事業計画及び第19期予算案）

全役員が承認した（ただし雑収入、予備費を600円増額する）
・第５号議案審議（第19期役員候補承認の件）

総代会当日に名簿を配布する。

3 環境部より

(1)放置自転車の対応についての対応（特にｾﾝﾀｰ駅周辺）
①自治会役員のｱﾝｹｰﾄ結果

何とかすべきとの意見多く、まず啓蒙活動をｽﾀｰﾄする。
(2)春のｸﾘｰﾝ大作戦実施要領

5/30（日）10:00～実施予定

4 その他

(1)商業施設進出等についての説明
(2)情報ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ誤記→正誤表を発行

以上

作成日 平成22年4月24日（土） 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 瀬戸宏久 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会 平成22年3月度役員会 議事録
開催日時 平成22年3月27日（土）10時～12時

開催場所 RICふれあい会館ホｰル

役員総数 74人

出席者数 35人(委任状提出者13人)

報告事項

1 岸本会長より

(1)幹事代行の件
野坂様ご逝去、前野様入院中で、会計幹事代行（臨時）の選任必要
→鎌田部長に臨時で代行いただくことで決定された。

2 事業部より

(1)ｼﾃｨｰﾋﾙｳｫｰｸの確認
①第12回六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ･ｼﾃｨｰｳｵｰｸ 3/28（日）10時集合・ｽﾀｰﾄ（受付11時まで）
②準備のため関係者は３０分前に集合する（12時までｽﾀｰﾄ場所で待機）

(2)防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰへの参加のご報告（堅田部長）

3 環境部より

(1)放置自転車の対応についての対応（特にｾﾝﾀｰ駅周辺）
①行政からの要望も年々厳しくなってきており、対応に苦慮している。

3点セット（規制、有料化、撤収）も視野に入れて今後の対策の検討要。
②本日、自治会役員のｱﾝｹｰﾄ調査実施（個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの問題等）。

4 広報部より

(1)情報ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ発行の報告
今回、全２２ページとし、学校、美術館等新規の項目を追加。バスの時刻表の充実や、
地図(11～12p)の中に住所を入れる等の工夫を行った。各街区各戸への配布手配済

み。

5 総務部より

(1)総代会スケジュールの確認

6 その他

(1)RICｺﾐｭﾆﾃｨｰﾗｲﾌﾞﾗﾘｰについて
特に進捗なし（東灘図書館の旧消防署跡地への移設予定の情報説明あり）

以上

作成日 平成22年3月27日(土) 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 瀬戸宏久 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会 平成22年2月度役員会 議事録
開催日時 平成22年2月27日10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館ホｰル

役員総数 74人

出席者数 36人(委任状提出者15人)

報告事項

1 事業部より

(1)ｼﾃｨｰﾋﾙｳｫｰｸ実施要綱の確認
①第12回六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ･ｼﾃｨｰｳｵｰｸ 3/28（日）10時集合・ｽﾀｰﾄ（受付11時まで）
②参加賞、保険の関係から必ず受付をしてもらう。
③12時頃までにはｺﾞｰﾙしてもらう様、事前説明する。
④ﾁﾗｼのｺｰｽ図内にﾄｲﾚ位置を明示すべき（次回より）。

2 広報部より

(1)情報ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの進捗状況について
本年3/31からの六甲ﾗｲﾅｰの新時刻表も記載する。

3 総務部より

(1)総代会までのスケジュールについて
①今年５月から各街区の総代を募る予定。

 ②各街区の総会と重複しないよう配慮必要（総代会：6/6(日) 13時〜15時）。

4 その他

 (1)ﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲ耐震補強工事の概要（H22年2月中旬〜）
(2)20周年記念ﾓﾆｭﾒﾝﾄ時計台

深夜１時には電源ＯＦＦとする。
(3)私立の小学校設立について

従来、幼稚園経営の学校が新規に小学校経営に参画を希望している（認可されるか不
明）。 (4)向洋駐車場（東・西2か所）を１か所とする計画あり。

(5)自動車ﾃﾞｨｰﾗｰ新規参入予定あり。
(6)3/21市民防災ﾘｰﾀﾞｰ研修への参加（堅田部長、重友副部長、金堂さん、安達さん）
(7)東灘警察管内の治安情勢の紹介

・RIC内でも軽犯罪の発生は起きているが、犯人は逃亡している場合が多い。
・沖縄等へフェリーで逃亡するために、ＲＩＣに犯罪者が立ち入ることあり。
・ﾊｶﾞｷによる振り込めｻｷﾞに注意

(8)今後、RICｺﾐｭﾆﾃｨｰﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの状況など六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨｰを活性化するための意見交
換が

おこなわれた。

以上

作成日 平成22年2月27日(土) 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 瀬戸宏久 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会 1月度役員会 議事録
開催日時 平成22年1月23日 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館ホｰル

役員総数 73 人

出席者数 36人(委任状提出者13人)

報告事項

1 会長挨拶

・今後の主要イベント：東灘市民放水大会、シティマラソン、シティヒルウォークなどが開催さ
れる。

・また、今年は東灘区60周年記念式典が催される。

2 事業部より

・今年度主要スケジュールについて

…部長会：第二土曜日 役員会：第四土曜日（8月は第三土曜日）

1月24日：放水大会に参加 1月31日：シティヒルマラソン 3月28日：シティヒルウォーク

4月3日：花見会（5年連続 有志参加）

4月24日：夏祭り（ｻﾏｰｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ）サポート委員募集開始 ※委員会は5月～8月毎
月各1回開催

5月15日：ゴルフ大会予定（第1回 内容は今後検討） 6月6日：第18期住民総代会＠バン
ケットホール

7月19日：ラジオ体操街区担当説明会 8月28日：第23回サマーイブニングカーニバル

10月17日：文化フェスティバル（予備日だがこの日になる可能性高い）

10月24日：街区対抗ドッジボール大会 11月28日：秋のクリーン大作戦

・ウォークアンドラン（1/17）の報告

総勢500名参加

自治会に対する申し入れと決定の時期が遅く（1月9日）、その後、急遽案内という段取りに
なり、迷惑をかけ申し訳なかった。来年以降、同様のイベントがある際は、早め（12月など）
でのアナウンス等を行いたい。

費用負担は約4万円。事業部予算からの支出。

3 広報部より

・情報ハンドブックについて

昨年末に最終原稿確認した。その際の意見を元に修正し、先週印刷会社に渡した。

⇒今月末に初稿が挙がってくる。原稿について、部長会で確認して印刷にかかる。

⇒3月中に印刷して全戸配布を行う予定。

4 その他

・街区代表の交替について：W20の街区代表が交替したことについての報告。

・時計の追加設置について：金額は合計67万円。⇒37万2千円。設置は2月20日予定。

・東灘市民放水大会

役員会からは11名参加予定。ジャンパーは自治会で準備。



・神戸シティマラソンのご協力（駐車禁止など）

・防犯のアナウンスについて

・チラシ等について：持ち帰りの推奨

・W３より：業者の紹介

以上

作成日 平成22年1月23日(土) 議事録署名人岸本貞夫

作成者 遠香尚史 議事録署名人


