S A V E "Th e Tr e e s " M i s s i o n
Action event_01

G r e e n W a lk
7/23

(SAT)10:00～
(SAT)10:00～19:00

Start

in the SOUTHERN-PARK, PORT-ISLAND, KOBE
《 終日開催：「
終日開催：「この
：「この公園
この公園の
公園の森をこわさないで…
をこわさないで…」賛同署名＆
賛同署名＆ビデオメッセージ 》

【緊急】ポートアイランド南公園・グリーンウォークアクション
楽しい夏休
しい夏休み
夏休み・・・なのですが
・・・なのですが、
なのですが、ここポートアイランド
ここポートアイランド南公園
ポートアイランド南公園では
南公園では、
では、先月 2011 年 6 月に神戸市より
神戸市より「
より「南公園における
南公園におけるグラ
におけるグラ
ンド整備
ンド整備」
という計画が
突如発表されました。
島開きしてから 30 年間、
年間、当時の
当時の庭園計画のまま
庭園計画のまま自然豊
整備」という計画
計画が突如発表されました
されました。1981 年に島開きしてから
のまま自然豊かに
自然豊かに
育ち、野鳥がさえずり
野鳥がさえずり、
がさえずり、子供たちの
子供たちの遊
たちの遊び場でもあり、
でもあり、地域住民に
地域住民に愛され憩
され憩の場ともなった、
ともなった、自然樹形の
自然樹形の樹木あふれる
樹木あふれる
南公園。
南公園。この悲
この悲しい計画
しい計画を
った地域住民や
日本野鳥の会ひょうごの皆
ひょうごの皆さんなど、
さんなど、この公園
この公園の
する人々によ
計画を知った地域住民
地域住民や、日本野鳥の
公園の森を愛する人
って、
って、「公園の
公園の樹を伐らないで…
らないで…、この公園
この公園の
公園の森をこわさないで…
をこわさないで…」と、今、緊署名活動が
緊署名活動が続けられています。
けられています。
しかし、
しかし、この公園
この公園の
をこわそうとする工事は
まらず、いまにもブルドーザー
いまにもブルドーザーがやってくるかもしれない
そこで、
公園の森をこわそうとする工事
工事は止まらず、
ブルドーザーがやってくるかもしれない…
がやってくるかもしれない…、そこで、
「もっとできることはないか
もっとできることはないか…
とできることはないか…？」との
？」との声
との声をもとに生
をもとに生まれたのが、「
まれたのが、「クリーンウォーク
、「クリーンウォーク」
クリーンウォーク」と「スタンプラリー」
スタンプラリー」を足した…
した…？、
です。
夏休み
夏休み特別企画：
特別企画：森をまもるアクションイベント
をまもるアクションイベント・・・
アクションイベント・・・【
・・・【緊急】ポートアイランド南公園・グリーンウォークアクション です。
公園の
公園の森を歩いて、
いて、公園の
公園の森を楽しんで、
しんで、そして公園
そして公園の
公園の森をきれいにする。
をきれいにする。市民ができることをすこしずつ
市民ができることをすこしずつ・・・
ができることをすこしずつ・・・。
・・・。
この企画
この企画は
夏休みの間
ずっと、毎週土曜日に
毎週土曜日に開催しますので
開催しますので、
きな時間にご
企画は夏休みの
みの間、ずっと、
しますので、お好きな時間
時間にご参加
にご参加いただけます
参加いただけます。
いただけます。
この期間中
この期間中、
期間中、参加してくれた
参加してくれた子供
してくれた子供たちには
子供たちには「
たちには「ありがとう」
ありがとう」のご褒美
のご褒美も
褒美も用意！！
用意！！ ぜひぜひご家
ぜひぜひご家族で、ご参加ください
参加ください。
ください。
用意するもの
用意するもの・・・
シャツなどで。
ふきタオル。
水分補給の飲み物などなど。
などなど。
するもの・・・できれば
・・・できれば長袖
できれば長袖の
長袖のシャツなどで
などで。汗ふきタオル
タオル。水分補給の
（※参加される
参加される方
される方は、「プロペラ
、「プロペラ噴水前
プロペラ噴水前の
噴水前の小屋」
小屋」でお声
でお声をかけてください。
をかけてください。バケツ、
バケツ、はさみ、
はさみ、軍手などお
軍手などお渡
などお渡します。）
します。）

この期間中
この期間中、「
期間中、「緑
、「緑」の基地プロジェクト
基地プロジェクト・
プロジェクト・オフィスは
オフィスは、
LANDSCAPE CAFÉ とともに
とともに、
、Save “The Tree” Mission ボランティア・
ボランティア・センターとなっていますので
センターとなっていますので、
となっていますので、
みなさんの「
みなさんの「力」を、「声
、「声」を、ください。
ください。
（※アクションイベント期間中
アクションイベント期間中は
期間中は、落書き
落書きシャッターの
シャッターのリニューアル・
リニューアル・一言コメント
一言コメント MapArt・
MapArt・ビデオメッセージなど
ビデオメッセージなど随時開催
など随時開催しています
随時開催しています。）
しています。）
（※また期間中、「がんばれよ…」と応援いただける方は、活動資金カンパ箱も設置しますので、ご支援いただければ幸いです。）

● ACTIONACTION-DATE :

every Saturday 10:00～
10:00～19:00

夏休み期間中の毎週土曜日、お好きな時間にどうぞ・・・

● ACTION -PLACE : ポートアイランド南公園
ポートアイランド南公園 （「緑
（「緑」の基地プロジェクト
基地プロジェクト・
プロジェクト・オフィス）
オフィス）
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 8-6・ポートアイランド南公園
（※お問合せなどは
問合せなどは、
せなどは、「緑」の基地プロジェクト
基地プロジェクト・
プロジェクト・オフィス TEL : 078078-306306-6195 まで）
まで）
● ACTION 企画・
、「緑
企画・運営 : 「緑」の基地プロジェクト
基地プロジェクト・
プロジェクト・オフィス、
オフィス、 LANDSCAPE CAFÉ、「
、「緑」のまちづくり研究所
のまちづくり研究所
● ACTION 協力 : 柴山自転車店、
柴山自転車店、署名・
署名・賛同者有志の
賛同者有志の皆様、（
皆様、（株
、（株）久見瀬 外部空間設計事務所

http://landscape.at.webry.info/

