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六 甲 ア イ ラ ン ド美 しい 街 ニ ユ ー ス

第 26号

2001年 4月 10日 に「六甲アイラン ドを汚れのない清潔で
快適なモラルとマナーを備えた心から誇 りに思える美 しい街
にするための活動を行 う」ことを目的に結成された環境を考
える任意団体です。(前 身￨よ 地域振興会の環境研究部会)
会員は個人62名 (内 家族会員 12名 )・ 企業 26社 賛助30
社 特別 7校 の合計 125会 員です。運営は会費 ・助成金 募
金で行つています。
活動 内容
1.汚 れをなくすクリーン活動
島内の小 中 ・高 大 ,外 国人学校全校と企業と協働 し月間
3〜 5回 のクリーン活動を実施
2.よ り美 しくする花いつばい活動 (化 再)
島内約 1250ぶ の花壇やプランターに花や八一プを栽培 し住
民に癒 しの場を提供 し、両小学校 3年 生と親子に上に親 しむ
行事等を実施。春の 3万 本のチ ュー リップの花は六甲アイラ
ン ドの名物となリチューリップフアン ドに募金が寄せ られて
しヽ
ます。

3.モ ラルア ップ活動 (環境学習 )
会報 や環境 (ゴ ミ〕マ ップ チラ シ
や環境講座 (学 習 )や 自然体験 学習
5〜 6回 実施

六甲アイラ ンド

六甲アイラン ドを
美 しい街 にする会 とは

2015:年 7月

六甲アイラントを巽じしヽ
衝にする会が
この 4自 で 15間 年とな りました。
当会の活動に加え地域の団体、学校 、企業と行政の ご支援で、 15年 前よ り
六甲アイラン ドは着実に 美 しい街 "に 変わ り始めています。
この間、環境 (ゴ ミ)マ ップの作成、六甲アイラン ド憲章の作成と島内 3か
所に銘板の設置、 環境 (地 球)に やさ しい街にする提言 "(創 立 10周 年記念)や
春の名物チ ュー リップ祭 (こ うべ花の名所に選定)や 年中花が咲いている花壇
(花 育 )、 親子サツマイモ作 り、学校 と協働の クリーン活動など六甲アイラン
ドな らではのものとな つています。
これか らも、環境 にやさ しい美 しくて住み続けたい街を子供や孫に伝えて
いきたいものです。
当会が存続できるように組織の若返 りや他団体、学校 との連携 、住民 へ の
広報の充実 (特 にホームページ)等 を図つていきます。
住民の皆様も、この街 にも つと関心を持ち、街に出て コミュニ ケ ーシ ョン
を深め、居住30年 までに、住民主体の街 づ くり案を作成 し、実行 しょうで ￨よ
あ りませんか。

ポスター等による啓発
エコバスツアーを年間

主な広報活動
居住20年 記念「六甲アイランド美しい街憲章」
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美 しい環境を創造 し誇rlる 郷土となる持続可能な街にするに
￨よ 、日標 や規範があれば行動 しやすくなるのではと作成 し島
内 3ヶ 所に銘板を設置 している。
険 甲アイラン ドはこんな衝です」標語とロゴ
島内の学校の生徒作品をチラシ・ポスターで六甲ライナー等に掲載
環境 ゴミマ ップ
2005年 〜20:0年 作成。六甲アイラン ドの施設やゴミを 10月
に調査。ゴミの種類や多い場所が判る地図
会 報
年 2〜 3回 発行島内全戸新聞折込を実施。

で検索
ホームベージも開設しています『美しい街会』
『チュー リップフアン ド』
六甲アイランド
募金のお願い
六甲アイラン ドにチューリッ707tを 絶やさないよう、チューリッ
プフアン ドを設立して、
住民、
学校、
団体に募金を呼びかけています。
この募金で来蕃の第 15回 チューリップ祭に、花を咲かせたいと考
えています。何卒趣旨を理解いただき、こ協力をお願いいたします。

(1)フ アン ドの目標額 100F円 (1000日 )
2015年 12月 末まで

(2)募 金方法
①振込みによる みなと銀行六甲アイラン ド支店
チユー ッフフアンド (替 )1602996
(El塞 鋤 六甲アイランド
③世話人への手渡 し
l」

(3)募金者名の記名 1日 1,000円

01日 以上

募金者プレー トに芳名記載して花壇に掲示します。
企業、団体の方は出来れば10日 以上のご協力をお願いいたします。
(お 問い合せ先)

〒658‑0032
神戸市東灘区向洋ar中 2丁 目8 RICふ ねあい会館内
チユーリップ祭実行委員会 米谷(担 当)
(基 金事務局)六 甲アイランド
丁EL・ FAX 078‑858‑2009

ポランテ ィア活 動 を始めませんか
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六甲アイランドを美しい住み続けたい衡にするための活動にこ
協力をお願いし奉す。文書作成 1広 報活動JJb― プでの活動で
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会 計 梅崎俊文
クリーン活動 蓮津正鶴
花い っばい活動 自遊―夫 (W:1)
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会計監査 前野正美

鍵 駁 勤∈臓 詢
ミニクリーン活動

花 の手入れ

毎月第 1。 3日 曜日

毎週日・火・木曜日

AM7100〜 8!30
幹線道路にて実施

AM 8130〜 10:00
(夏 )AM8:00〜 9:30

各花壇

6ヶ 所

鯰

