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ゆうちょ銀行
（郵便局）

ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」

パンフレット配布にご協力ください
地域の会合やイベントなどで配布にご協力
いただける事業者や団体を募集しています。
詳しくはみどり推進課までお電話、もしく
は基金ホームページのお問合せフォームか
らご連絡ください。

配布場所
みどり推進課（練馬区役所本庁舎 18 階）、区民事務所、
地区区民館、四季の香ローズガーデン、牧野記念庭園、
中里郷土の森緑地、こどもの森緑地など
※郵送をご希望の方は、「氏名・送付先・部数」を
　練馬区みどり推進課までお知らせください。

「練馬みどりの葉っぴい基金」パンフレットを配布しています

寄付方法の詳細 ▶ https://www.happykikin.com/donation

詳細・お問合せ ▶ ☎ 03-5984-2418　 https://www.happykikin.com/contact

令和 5年 4月受付開始予定！ 新規プロジェクトのお知らせ

牧野記念庭園（東大泉 6-34-
4）が開園してから 60年以上
が経過し、樹木の老木化が進
んでいます。博士ゆかりの貴
重な植物を守り育てるため
に樹木の保全に活用します。
また、施設の常設展示などの
設備を充実させます。

中里郷土の森（大泉町 1-51-
2）では、夜間にホタル観察
イベントを開催しています
が、日中でも多くの方がホタ
ルを観察できるよう、寄付金
を活用して展示設備を充実
させます。

受付中のプロジェクトへの
寄付はこちらからできます！

※プロジェクトの詳細は、今後ねりま区報や基金のホームページでお知らせする予定です。

「練馬みどりの葉っぴい基金」はふるさと納税制度の対象です。

牧野記念庭園プロジェクト 中里郷土の森ホタルプロジェクト

「色彩のローズガーデン」のバラの植栽
と、隣接する「香りのハーブガーデン」
のハーブの植栽に活用しました。

四季の香ローズガーデン 中里郷土の森
様々な生き物を呼ぶためのビオトープ
池の設置と、標本箱などの森の学習棟
内の展示の充実に活用しました。

個人蔵
光が丘 5-2-6 大泉町 1-51-2

香りのハーブガーデン 生き物観察用モニター色彩のローズガーデン ビオトープ池

練馬区 環境部 みどり推進課

練馬みどりの葉っぴい基金へのご支援ありがとうございます。
これまでの寄付状況や、活用予定などについてお知らせいたし
ます。
今後も、練馬の魅力であるみどりを守り育て、次の世代に引き
継ぐために、皆様からの応援をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。 ぴいちゃん
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あなたの寄付で練馬のみどりを未来へ
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令和 5 年 4 月 1 日〜令和 6 年 3 月 31 日募集期間令和 5 年 4 月 1 日〜令和 6 年 3 月 31 日募集期間
100 万円目標額300 万円目標額

牧野記念庭園の入口 中里郷土の森のホタル



件数▶147件  金額▶42,182,905円

寄付状況

寄付状況

みどりの拠点公園や、特色ある公園の整備など、大
規模で長期的な取組に活用します。

特定のプロジェクトを選ばずに、みどり全般への取
組に寄付することもできます。

区民の森プロジェクト

練馬のみどり全般を守り育む

樹齢300年を超える大ケヤキの森
（区指定天然記念物）を将来取得
するために積み立てます。

早宮けやきの森コース4

早宮 3-41

件数 ▶38件　金額 ▶856,000円寄付状況

「武蔵野の面影」をテーマとした森
を守り広げる長期プロジェクトに
活用します。

稲荷山の森コース1

件数 ▶50件　金額 ▶40,794,000円寄付状況
土支田 4-14

件数 ▶28件　金額 ▶255,749円寄付状況

「水辺空間の創出」をテーマとした
公園を広げる長期プロジェクトに
活用します。

大泉井頭公園コース2

東大泉 7-34-1

件数 ▶31件　金額 ▶277,156円寄付状況

「自然×冒険×交流」がコンセプ
トのこどもの森を広げ、冒険ゾー
ンの整備などに活用します。

こどもの森コース3

羽沢 2-32-7

プロジェクトレポート 寄付状況や、活用予定などを紹介するっぴい♪
※寄付状況は令和4年12月末時点

件　数▶26件
金　額▶256,566円

件　数▶140件
金　額▶4,797,800円

目標額▶1,000,000円
達成率▶25.6%

目標額▶5,000,000円
達成率▶95.9%

寄付状況

寄付状況

寄付の状況

件数 ▶228件  金額 ▶175,908,572円

豊玉北四丁目自治会／株式会社ナムコ／南高松憩いの森ファンクラブ
／藤井淳子／練馬区職員互助会／石神井小関町会／北西うめのき会
／ダイハツ東京販売株式会社 光が丘店／西大泉連合町会／ファミー
ル成増グランデージ管理組合／西出裕次／早宮３・４丁目町会／日本
情報産業 アライアンス株式会社／金城仁美／皆川明夫／庭野康雄／
ロハスフェスタ実行委員会／株式会社大興ネクスタ

藤井淳子／横川雅之／小池正則／黒田貴子／三浦裕子／村上佳津子
／相澤愛／星佳子／関町北四・五丁目町会／株式会社とわ／清水教
彦／小野隆志／福田公子／井上徹／東京練馬西ロータリークラブ／堀
奎太／森本江利子／株式会社協同クリエイティブ 月刊 Kacce ／市川
浩司／武士良平／廣田智恵子／宇賀茂敏／医療法人社団遼山会 関町
病院／青木崇／及川幸子／練馬区リサイクル事業協同組合／一般社
団法人 練馬環境造園協会／平塚美絵子／永峰典子／東京石泉ライオ
ンズクラブ／滝澤栄利子／女子美術大学・ボタニカルアート／和田浩
／齋藤眞理子／株式会社ツムラ／田村陽子／JPPA【日本ポーセリンペ
インターズ協会】／ロハスフェスタ実行委員会／津野田洋一／髙山直
之／長田葉子／大曲亜希／首都圏高知市の会 織田祐輔／首都圏高知
市の会 高木博子／首都圏高知市の会 野村憲一／首都圏高知市の会 
岩崎能忠／酒井和子／首都圏高知市の会 宮崎秀人／白神小百合／白
神浩三／練馬区伝統工芸会／片山秀世／片山悠乃／中川美佐子

藤井淳子／前田めぐみ／山下言彦／ロハスフェスタ実行委員会／髙橋
玄真／春日町町会
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練馬のみどり全般を守り育む

牧野記念庭園書斎再現プロジェクト

（仮称）農の風景公園プロジェクト

ほか41名

ほか87名

ほか20名

基金残高（令和３年度決算額）
2,058,478,000円
寄付者のご紹介（令和 4 年 1 月～

 令和 4 年 12 月までの受付分）
※公表に同意いただいた方のみ、敬称略、寄付受付順

早宮けやきの森コース

大泉井頭公園コース

内田市五郎／新開安佐子／株式会社マルジェ／ロハスフェスタ実
行委員会

株式会社マルジェ／武田竜之介／ロハスフェスタ実行委員会

小泉善照／練馬薬業協同組合／練馬稲門会／株式会社マルジェ
／建和会ゴルフコンペ／ロハスフェスタ実行委員会

株式会社マルジェ／練馬区華道茶道連盟／ロハスフェスタ実行委
員会

稲荷山の森コース

こどもの森コース

区民の森プロジェクト ほか28名令和５年（2023年）２月28日まで

令和５年（2023年）２月28日まで

練馬区立牧野記念庭園
練馬区東大泉 6-34-4 ホームページ▶

（仮称）農の風景公園
東京都練馬区高松 2-23　ホームページ▶

牧野記念庭園書斎再現プロジェクト

（仮称）農の風景公園プロジェクト

令和 5年春、NHKで放送予定の連続テレビ小
説「らんまん」の主人公である、日本の植物
分類学の父、牧野富太郎博士。博士が逝去す
るまでの約30年間を過ごした自宅跡地である
牧野記念庭園において、博士が研究に没頭し、
足に踏み場もないほど蔵書が積み上げられた
当時の書斎の様子を再現し、博士の研究への
情熱を伝えます。

（仮称）農の風景公園は、令和５年 3月開設予
定の区立の畑です。「農の景観を区民とともに
育て・守る畑」をコンセプトとして、整備を
進めています。寄付金で農業体験イベントな
どで活躍するトラクターを調達します。

書斎にて（昭和25年4月2日撮影）  個人蔵

一般公開前の書斎見学にご招待
※申込多数の場合抽選

農業体験イベントにご招待
※申込多数の場合抽選

開設イメージ図（敷地面積 4138.98㎡）

寄付者様特典

寄付者様特典

寄付
受付

寄付
受付

管理棟を建設中♪

蔵書の
レプリカ

小麦の収穫体験（令和 4 年 6 月）

現在の書屋

書斎のイメージスケッチ書斎再現の全体イメージ図

練馬大根引っこ抜き競技大会
（令和 4 年 12 月）

夏野菜の収穫体験（令和 4 年 7 月）

イベントの様子は公式ブログでも紹介しています
▶ https://www.happykikin.com/blog


