
本年、明石城が築城400周年を迎えることを記念し、日本さくら名所
100選である明石公園において、補助競技場周辺に桜を植樹します。
桜が咲き誇る明石公園の新たな桜の名所づくりのため、桜の植樹
（寄附）にご協力いただける方を募集します。

事業内容 明石公園補助競技場周辺に桜の苗木を植樹（150本）

募集対象 趣旨にご賛同いただける方（個人・法人）

申込方法 ふるさとひょうご寄附金（ふるさと納税）※による寄附（寄附申出書及び詳細は裏面）
※兵庫県にお住まいの方も兵庫県に「ふるさと納税」ができます。 （寄付額に上限・下限はございません。）

募集期間 2019年３月23日（土）から12月31日（火）

特典 「ふるさとひょうご寄附金」の特典の他、以下の特典があります（ご希望の方のみ）
①寄附者一覧銘板にお名前を記名します
（当プロジェクトに「2万円以上」寄附いただいた方が対象）

②桜の植樹イベントにご参加いただけます 2019年11月30日（土）（予定） 詳しくはＨＰを
ご参照ください。

「ふるさと納税」で
桜の名所づくりに
参加しませんか？

新たな の名所づくり

お問い合わせ先 兵庫県県土整備部公園緑地課 ☎078-362-3549
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