
地区　（川名） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1.東灘・灘地区 　　 ★夏クリーン作戦　6/11　3名 　　　　　　　　　　★秋クリーン作戦 10／中旬　（9:00～1Ｈ）

 ①住吉川 ★親子水辺フェア―　8／　10:00～2H     

「住吉川清流の会」 　　　　　　★水生生物による水質検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ホタル・カワニナ放流(10月中旬）

作品応募 　　　審査 　　展示

 ②都賀川 ★鮎の放流 　★川開き式　7/26　★水鉄砲教室　8/19

「都賀川を守ろう会」 5/9 　　　　★安全の日式典　7/28

　　　　　★うなぎ・金魚つかみどり大会　8/4

　　　★春季　　5/6 ★夏季7/2 1名　　　　 ★秋季　　10/7 ★年末　　12/2 ★年度末　3/31

2.中央・兵庫地区

3.長田・須磨・垂水地区
 ①福田川　　あじさい公園 ★4/2　2名 ★5/7　2名 ★6/4　 ★7/2　 ★8/6　2名 ★9/3　2名 ★10/1 ★11/5 ★12/3 ★1/7　 ★2/4 ★3/4

　　　　　　中山親水公園 ★4/9降雨中止★5/14　2名 ★6/11　 ★7/9 ★8/13 ★9/24 2名 ★10/22 ★11/26 ★12/24 ★1/28 ★2/25 ★3/25

　　　　　　　　　　川原橋  福田小学校横★7/10　5名 ★8/27　2名

「福田川クリーンクラブ」他 山田川 ★5/14  2名

 ②その他

4.西・北地区
 ①明石川 ★8/ 押部谷明石川まつり 

 ②伊川 ★8/　伊川リバーフェスタ　

 ③その他

5.その他 自主企画

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
　H29年度の活動の方針
　　　①健康に留意し、引続き会員の住所に近い最寄りの河川清掃活動、イベント等に自主的に参加する。.
　　　　*特に福田川を重点的に清掃活動（定例＆独自企画）実施
　　　②他関連団体との連携強化はかる。
　　　③小学校生等の環境学習の支援も参加したい。
H２９年度前半（４～９月）
　１．具体的活動実績
　　　　　　①住吉川　夏　１回　３名参加　　②都賀川　夏　１回　１名参加　③福田川　月次定例６回　１２名参加　＆　独自主催等５名　④山田川　1回　2名

２０１７　平成２９年度　『ハチドリの会』　年間活動実績　(４～9月） 2017.9. 17作成

小学生以下住吉川絵画コンクール

河川清掃

河川清掃

河川清

環境学習



H29 年度上期実績報告  環境部会 創エネ神戸 

 

１．活動一覧 

①グループミーティング計 

14回、②カレッジ発電所の  

維持管理計 6回、③再生可 

 能エネルギーの調査計 4回、 

 ④再生可能エネルギーの普 

 及活動計 14回、実施しまし 

た。 

創エネグループからの延参 

加人数は、上期で 177人と 

なりました。 

 

 

 

２．再生可能エネルギーの普及活動の一環として実施した、環境教育活動の詳細を示します。 

①ソーラーカーの工作を 4箇 

所で行いました。イベント参 

加人数は 87人でした。 

②風力発電の工作を 2箇所で 

行いました。イベント参加人 

数は 51人でした。 

 

 

 

 

 

③水の電気分解による、水素の発生の実験を行いました。 

イベント参加人数は 33 人でした。 

 

３．再生可能エネルギーの調査として、①ソーラーシェア 

リング(＠淡路島)、②防草発電シート（＠大津市）の視察 

を行いました。 

 

 

 
ソーラー 

シェアリング 

防草発電 

シート 



グループわ環境部会平成28年度上期活動報告　　愛Deer∞

平成29年10月14日

活動日 場所 参加人数 対象人数 内容

4月4日
生活創造
センター

7 平成29年度活動予定検討

5月2日
生活創造
センター

8 平成29年度実施PR活動検討・決定

5月17日
あいな
里山公園

4 春のシカ探し、いきもの調査

5月31日 会員自宅 10 PRイベントメニュー試作・試食

6月6日
生活創造
センター

9
わ20周年記念事業・しあわせの村まつり他準備
打合せ

6月6日
三田市～
篠山市

8 北摂・丹波夜間のシカ調査

7月23日 KSC 10 100 わ20周年記念事業文化祭　鹿肉PR活動

7月29日
しあわせの
村

18 300 しあわせの村まつり　鹿肉PR活動

8月2日
生活創造
センター

6 しあわせの村まつり総括・KSC学園祭準備打合せ

8月9日
生活創造
センター

5 学園祭準備打合せ・料理教室開催検討

9月5日
生活創造
センター

7 学園祭準備打合せ

9月28日
生活創造
センター

7 学園祭準備打合せ・料理教室開催準備打合せ



2017年（平成29年）上期　川づくり研究会活動実績 川づくり研究会

活動月日 活　動　内　容 活　動　場　所 参　　加　　者 備考

1 4月10日 フィールドワーク調査 中白川橋、石戸橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川

2 4月20日 フィールドワーク調査 前開第一橋、谷田橋、二越橋 細川・野崎・三浦・永石・石原・藤本・岸川・長野

3 4月22日 月例会議 名谷マンション集会場 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川・長野

4 5月16,17日 親睦旅行 鳥取、勝部川渓流 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川・長野

5 5月22日 フィールドワーク調査 白川橋、石戸橋、谷田橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川

6 5月23日 フィールドワーク調査 前開第一橋、谷田橋、二越橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・長野

7 5月24日 フィールドワーク調査 前開橋 野崎・永石・石原・長野・藤本

8 5月31日 月例会議 名谷マンション集会場 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川・長野

9 6月5日 アカミミガメ仕掛け あいな里山公園 野崎・永石・石原・岸川・長野

10 6月7日 アカミミガメ引上げ＆仕掛け あいな里山公園 細川・野崎・三浦・玉井・岸川・長野

11 6月8日 アカミミガメ引上げ＆仕掛け あいな里山公園 細川・野崎・玉井・石原・藤本・長野

12 6月18日 アカミミガメ仕掛け 大河橋～石戸橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・岸川

13 6月20日 アカミミガメ引上げ＆仕掛け 大河橋～石戸橋 細川・石原

14 6月22日 アカミミガメ引上げ 大河橋～石戸橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原

15 6月28日 月例会議 名谷マンション集会場 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本・岸川・長野

16 7月7日 フィールドワーク調査 中白川橋、石戸橋、新川橋 細川・野崎・玉井・石原・岸川・長野

17 7月9日 フィールドワーク調査 前開第一橋、谷田橋、二越橋 細川・野崎・三浦・玉井・石原・岸川

18 7月10日 アカミミガメ引上げ 新川橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・長野

20 7月26日 水制工補修 石戸橋～新川橋 細川・野崎・・玉井・石原・岸川・長野

21 7月26日 月例会議＆暑気払い そごうビアガーデン 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・岸川・長野

22 7月27日 アカミミガメ引上げ 新川橋 細川・野崎・三浦・玉井・永石・石原・藤本

23 8月30日 月例会議 名谷マンション集会場 細川・野崎・三浦・玉井・石原・岸川・長野

24 9月11日 フィールドワーク調査 中白川橋、石戸橋 細川・野崎・三浦・玉井・岸川・長野

25 9月15日 フィールドワーク調査 前開第一橋、谷田橋、二越橋 細川・野崎・三浦・玉井・石原・長野

26 9月16日 生物多様性全国ミーティング 神戸国際会議場 細川・野崎・三浦・玉井・石原・長野

27 9月29日 月例会議 名谷マンション集会場 細川・野崎・三浦・玉井・石原・岸川・長野・藤本

・フィールドワークは伊川の各地点での気温、水温、透視度、ｐＨ，ＣＯＤ、流量などの環境調査と魚類、底生生物、水生昆虫などの生息調査を行う。

・水制工は流れに作った石組みのこと。単調な流れを細くし、流れの速い瀬と淀みを作り、生きものの生息環境の多様性をはかる計画。

2017年10月4日



平成２９年度上期　ボランティア活動報告

【平成２９年度　フードドライブ活動計画】

　①フードドライブ 活動基本方針
　・フードドライブは、家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンクを通じて福祉団体や施設、
　　子ども食堂などに寄付する活動である。
　　先ずはこのフードドライブが、シルバーカレッジ内に浸透し定着することを目標として活動する。

　②フードドライブ 活動内容
　・シルバーカレッジ内に「食品ロス回収ＢＯＸ」を設置し、カレッジ学生及びグループわ会員を
　　対象にフードドライブを呼びかけ、回収ＢＯＸの管理と回収食品をフードバンク関西に届ける
　　活動を行う。
　・毎月１日～１０日をフードドライブ旬間と位置付けて、シルバーカレッジ内において
　　フードドライブ活動を行う。
　　８月と１月はシルバーカレッジが休みのため年間活動は１０カ月となる。
  ・フードドライブに関連する他の団体やグループとの交流を図り、シルバーカレッジ以外への
　　フードドライブのＰＲ、啓蒙活動を行う。
　・活動は現会員７名で十分にまかなえるため、新規会員の募集は行わない。
　（毎月フードバンク関西に食品を届けていただいている丸井氏は補助会員とする）

【平成２９年度上期　活動実績報告】

　①KSCフードドライブ ・４月（4/4～4/14）お米４合、缶詰、調味料、お菓子２２点
・５月(5/1～5/10）お米７合、カレー、焼きそば、お菓子２５点
・６月(6/1～6/14）パックご飯５個、カレーレトルト１１個、

生鮮野菜（ｼﾞｬｶﾞｲﾓ5.5Kg）、お菓子３１点
・７月(7/1～7/10）カレー、調味料、お菓子３２点
＊８月は夏休み、９月は学園祭バザーと重複のため休止

　②他団体、グループとの交流 ・６月１９日 コープこうべの試行フードドライブ視察
・６月２４日 子どもの家「なかみち・こみち」ｵｰﾌﾟﾝお手伝い
（毎月第１金曜日開催の子どもの家には継続してお手伝い）

　③フードドライブのＰＲ、啓蒙 ・４月１０日 ＫＳＣ新入生に対するフードドライブ説明会
・６月１４日 ＫＳＣジョイラックデー参加
・８月２０日 塩屋さくらカフェ（地域老人会）講演

２０１７年　１０月１０日
グループわ　環境部会　フードドライブ代表　上利哲裕

【フードドライブ】


