
六甲山グリーンボランティア募集のご案内
～土砂災害に強い街づくりを～

地震や大雨で緩んだ危険な地盤をみんなの力で守り、育てよう！

兵庫県勤労者山岳連盟様と共に植樹活動や植樹を守る為の下草刈りを
行っています。山を緑で豊かにする事は景観を良くするだけでなく、
土砂災害の防止、生態系および種の多様性の保全・育成にも重要です。
安全に自然と親しめる森づくり活動にぜひご参加ください。

活 動 日 ：11月16日（土）
集合時間：午前9時20分
集合場所：阪急御影駅南側広場

（小雨決行）
※雨天中止※

作業時間：午前10時～90分程度
作業場所：神戸市東灘区

住吉川上流
※当日は軍手と飲み物をご持参の上、
作業しやすい服装でご参加ください。

※鎌などの草刈り道具をお持ちの方は、
ご持参ください。

一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会
ＣＳＲ委員会 委員長 壷内 栄之輔

TEL 078-333-6547
E-mail info＠hyogokendk.or.jp

お問合せ・お申込み FAX 078-333-6590

締切日 令和元年11月11日（月）
令和初の活動（7/6撮影）

連絡先
※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。

代　表　者　名

代理店名 所属支部
又は保険会社名 又は課支社

①

②参加者名

③

④


コウノトリ等

				代理店名
(会社名) ダイリテン メイ カイシャメイ				支部名
(支店名) シブ メイ シテンメイ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラクサキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





姫路支部

				「目からウロコの防犯」セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） メ ボウハン サンカ モウシコミショ

				貴社名 キシャ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





地震保険

														※参加場所にþを入れてください。 サンカ バショ イ

				参加場所 サンカ バショ						□①JR姫路駅前　　□②JR加古川駅前　　□③JR元町駅前 ヒメジ エキ マエ カコガワ エキマエ モトマチ エキ マエ

				各会場責任者 カクカイジョウ セキニンシャ						①姫路会場：久保井　茂雄　②加古川会場：塩谷　広志　③神戸会場：村上　智史 ヒメジ カイジョウ クボイ シゲオ カコガワ カイジョウ シオタニ ヒロシ コウベ カイジョウ ムラカミ サトシ

				代理店名　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ										所属支部　　又は課支社 ショゾク シブ マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代表者名 ダイヒョウシャ ナ										連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ メイ		①								⑥

						②								⑦

						③								⑧

						④								⑨

						⑤								⑩







無保険・盗難

				代理店名 ダイリテン メイ				支部名 シブ メイ

				（会社名） カイシャメイ				（支店名） シテンメイ



				①無保険車追放 ムホケン シャ ツイホウ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				②盗難防止 トウナン ボウシ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				※ご参加頂けるキャンペーンに〇をお入れください。 サンカ イタダ イ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ





無保険・盗難 (2)

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























六甲山

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						③

						②						④























3支部合同

				カリスマ添乗員　平田　進也氏セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） テンジョウイン ヒラタ シンヤ シ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ
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