
   

   

 

   

 

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

令和５年 1 ⽉ 8 ⽇（⽇）に恵那⽂化センターにて「⼆⼗歳を祝う会恵成式」が執り⾏われました。 
⼆⼗歳を迎えられた皆様、今後の益々のご活躍をご祈念申し上げます︕ 
 
 
 
 
 

広報いわむら 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 
   令和５年 2 月１日発行 №132 
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
＊岩村地域運営協議会からのお知らせ（P2） 
＊ホットいわむらだより広告募集について（P3） 
＊⺠⽣委員・児童委員の活動にご理解をお願いします（P4） 

2 

-1- 

如月 



岩村地域⾃治区運営協議会について 

岩村地域⾃治区運営協議会役員会が 12 ⽉ 16 ⽇（⾦）に岩村コミュニティセンター⼤会議室で
開催されましたので、会議の概要についてお伝えします。 
〈議事〉 
■令和５年度の地域のまちづくり活動補助⾦事業審査について 

地域単独事業は申請件数５事業（全て継続事業）の事業内容について確認を⾏いました。 
 令和４年度からはじまった路地カラ事業については、進捗状況確認のため、申請者に出席いただ
き進捗状況と令和５年度の事業内容について説明いただきました。 
 令和５年度の事業は次の通り申請することになりました。 
 ・町並みの賑わい創出・地域活性化事業（いわむら城下町のひなまつり他） 
 ・交流⼈⼝拡⼤・活性化事業（おかげまつり、ゆかりの郷協定市町との交流） 
 ・いわむら体験プログラムまるごと提供事業（体験プログラムの提供等） 
 ・歴史⽂化の伝承・保存事業（佐藤⼀斎⽊版の交換他） 
 ・いわむら城下町路地カラ事業 

（路地に視点を当てた⼿描き地図の作成と百年前の地図を作成し、新たな観光資源を創出） 
 

■旧岩村振興事務所の活⽤について 
 恵那市は令和４年２⽉に恵那市議会全員協議会において、旧岩村振興事務所を「郷⼟の先⼈の顕
彰拠点施設」として活⽤すると説明しました。令和４年４⽉には概略設計費として５００万円を計
上し、広報えなの紙⾯でも市⺠の皆様に向け「郷⼟の先⼈の顕彰拠点施設」として整備すると⽅針
を⽰しました。 
 これを受け、地域⾃治区運営協議会は利活⽤検討委員会を設置し、先進施設視察や会議を重ね「郷
⼟の先⼈の顕彰拠点施設」の概念をまとめ、事務局より説明を受け役員会として承認しました。 
概念として、佐藤⼀斎の現代でも⽣きる教えを前⾯に出す。⼦どもから⼤⼈まで楽しみながら学び
が出来る施設などがあげられます。 
   
■岩村地域⾃治区運営協議会会⻑選考委員会について 
 現⻄尾公男地域⾃治区会⻑より令和４年度をもって会⻑職を退任したいとの申し⼊れがありま
した。事務局より次期会⻑を選任するため、選考委員会を設置したい旨の説明があり、役員会とし
て承認しました。 
 
〈報告事項〉 
◆中学校統合について → 状況説明 
◆旧給⾷センター及び旧教員住宅の活⽤について → 申し込み状況を説明 
◆令和５年度各種審議会・委員会（地域⾃治区選出）について → 状況説明 
◆御船岐⾩恵那太陽光発電事業に関する協定について → 協定締結完了説明 
◆恵那市の出⽣数等の状況説明 → 10 ⽉時点の説明 

2022 年 岩村町のイベントをプレイバック 
なお、議事録はホットいわむらのホームページに掲載しておりますのでこちらの QR コードから

チェックしてください。 
問い合わせ先 岩村振興事務所 ☎43-2111 
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ホットいわむらだより広告募集について 
 

昨年に引き続き、岩村町の広報紙「ホットいわむらだより」に、有料広告枠を設けることになり
ました。「ホットいわむらだより」は毎⽉ 1 回 2,000 部発⾏し、岩村町の各世帯への配布、公共施
設で配布しています。 
 広報紙への広告掲載は、地域経済の活性化と住⺠サービスの向上を⽬指し、併せて地域⾃治区運
営協議会の⾃主財源の確保などを図ることが⽬的です。 

「ホットいわむらだより」は、城下町ホットいわむらのホームページにも掲載され、⼤きな宣伝
効果があります。会社の PR や商店の売り出しなど､この機会に広報紙の「有料広告」をご利⽤くだ
さい。 

 
募集要項 
○掲 載 枠  

縦 850 ミリ×横 950 ミリ、フルカ
ラー。掲載位置は毎号時計回りにロー
テーションする。 
○掲載期間  

令和５年 4 ⽉号から 
令和６年 3 ⽉号まで 

○募集期間  
２⽉６⽇(⽉)〜２⽉２４⽇(⾦) 

※先着順 
〇募集対象 

岩村町内にある事業所等 
○申込⽅法  

所定の申込書にて提出 
（岩村振興事務所に設置） 

○掲載料⾦  
年間１万円を前納 

○広告のデザインと内容 
・広報紙のイメージを損なうこと 
のないもの。 
・原稿にイラスト、写真などを使⽤ 
する場合は、広告主において肖像権 
の確認を⾏い、著作権料等が発⽣す 
る場合は広告主の負担とする。 

○広告データの作成及び提出 
・広告データの作成は広告主の負担において⾏い、内容に関する責任は広告主が負う。 
・広告データは、電⼦メールにて毎⽉ 15 ⽇までに提出する。 

詳しくは、下記の事務局へお問い合わせください。 
 

問い合わせ  岩村地域⾃治区運営協議会事務局(岩村振興事務所内)☎43-2111 
       Email: iwamurashin@city.ena.lg.jp 

広告掲載ページのイメージ↑ 
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富⽥地区（五区）にて「どんど焼き」が⾏われました 
１⽉の恒例⾏事となっているどんど焼きが１⽉８⽇（⽇）に⾏われまし

た。少⼦化により、今回は５区だけの開催となりました。 
地域の⾨松やしめ飾り、書初めなどを寄せ集めて⽕を焚き、⼀年の健康

を祈願し厄を払いました。 
※どんど焼きとは、お正⽉の間、飾っていた松飾りやしめ縄、お正⽉に

したためた書初め、昨年に授与したお守りなどを、神社や地域の広場・畑
などに持ち寄って燃やす（＝お焚き上げする）、地域の⾏事のことです。 

⺠⽣委員・児童委員の活動にご理解をお願いします 
       
少⼦化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、⾼齢

者や障害のある⽅、⼦育てや介護をしている⽅などが、周囲に相
談できず孤⽴してしまうケースが増えています。そこで、地域の
⾝近な相談相⼿として、必要な⽀援を⾏うのが「⺠⽣委員・児童
委員」の存在です。誰もが安⼼して暮らせる地域づくりのため
に、様々な活動をしている「⺠⽣委員・児童委員」についてぜひ
知っていただき、活動へのご理解とご協⼒をお願いします。 

昨年の 12 ⽉ 1 ⽇に委員の改選がありました。岩村町内の⺠⽣委員さんを紹介します。  
【岩村町の⺠⽣委員・児童委員の名簿と担当地区】 

任期︓令和４年 12 ⽉ 1 ⽇から令和 7 年 11 ⽉ 30 ⽇まで   
⽒名 住所 担当地区 電話 

瀬⼾ みよか 本⼀ 本町⼀・⼆・三・四・五丁⽬ 43-2056
鈴⽊ 浩之 ⻄⼆ ⻄町⼀・⼆丁⽬・朝⽇町・⽯畑・菅沼、柳町 43-2260

佐伯 美和⼦ ⼤根洞 新町⼀・⼆丁⽬・⼤根洞 43-3136
伊佐地 陽⼀ 領家 緑ヶ丘・⼀⾊・領家 43-3291
堀井 美⼦ ⼤通寺 ⼭上・⼤通寺・新道・⼤通寺住宅 43-2854
勝 康⼦ 江⼾町 新市場・江⼾町・⽇の出町・⽇の出町三・殿町・東分根 43-3038

加藤 愛⼦ ⼀区 ⼀区・⼆区・上平 43-3414
遠⼭ 知志 四区 三区・さつきヶ丘・四区・⼋本⽊住宅・百合ヶ丘・旭ヶ丘 43-3820

神⾕ ゆみ⼦ 六区 五区・六区・的場 43-2627
三宅 紀代美 ⼋区 七区・⼋区・下本郷住宅・上の平 43-2673
藤井 勝代 ⼀⾊ 主任児童委員 町内全域 43-2145

⼩⽊曽 真由美 ⼭上 主任児童委員 町内全域 43-3839        
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3/1〜 いわむら城下町のひなまつり 地域の皆様に感謝  
 

令和5年3⽉1⽇（⽔）から4⽉3⽇（⽉）まで、今年で21回⽬を迎える
「いわむら城下町のひなまつり」を開催します。これまで続けてひなまつ
りが開催できましたのは、地域の皆様のご協⼒があればこそです。深く感
謝申し上げます。おひな様を⾃宅やお店に飾って頂ける⽅々など地域の皆
様には、本年もご協⼒をよろしくお願い致します。また、開催期間中は道
路通⾏⽌めなど、ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。 

税の申告についてお知らせ 
岩村町での申告相談受付は、下記のとおりです。 
場 所 岩村コミュニティセンター ⼤ホール 
⽇ 時 令和５年 3 ⽉ 8 ⽇（⽔）〜3 ⽉ 10 ⽇（⾦） 

午前 9 時〜正午・午後 1 時〜午後 4 時 40 分まで 
今年から電話でも予約ができます。 
（申告相談をする前⽇までに予約してください。） 
感染症対策のためにも、事前に予約して申告会場に⾏きましょう。 
〇電話予約（平⽇８時 30 分〜17 時 15 分）専⽤ダイヤル 0573-25-2800  
〇インターネット予約（24 時間 OK） 

確定申告はe-Taxで
※申告について詳しい情報は広報えな１⽉号に掲載されています。 

  

いわむら昔ばなし余話 〜⼭王神社〜 

下飯⽻間に「お⼭王さん」と呼ばれる⼭王神社があります。ここの御神体
は⽊造の五輪塔です。この五輪塔にはこんな伝説が残っています。 
昔、ある⽼⼈がいて、岩村川の下の⽅へ⽊を切りに出掛けました。“なた
淵”の辺りを通りがかった時、岩の上に⽴派でいかにも神が宿っていると
思われる⽊造の五輪塔を⾒つけました。⽼⼈は、「これは捨てておけん」
と⾔って、近くの⼭の岩の上に⼤事に置いて帰りました。その夜、⽼⼈の
夢に「私は、⼭王⼗⼆社権現である。この⾥の産⼟神（うぶすなかみ）と
して祀れ。そうすればこの⾥は必ずいいことがあ
る。」と神のお告げがありました。次の⽇、⽼⼈は

近所の⼈々と昨⽇置いてきた五輪塔のところに⾏き、新しい社（やしろ）を
建てて祀ったといいます。 
もう⼀つの⾔い伝えは、⽼⼈の夢に出てきた神が「わしは三州（愛知県）猿
投から⾶んできた⼗⼀⾯薬師善神である。この地に住みたい。お堂を⽴てて
安置せよ」と⾔いました。⾥⼈たちは五輪塔を置いた⼭の中を探すと⼗⼀⾯
善神の⽯⾯があったので、この⽯⾯と五輪塔を安置して⼭王⼤権現として祀
りました。それから後、三州猿投より神の使いのサルが三年ごとに⼭王神社
に来たと⾔います。 

国税庁 HP 
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🐤🐤🐤 岩村こども園 🐤🐤🐤  

令和５年うさぎ年の始まりです。３学期始めの寒い朝、ちょっと
登園を渋る声も聞こえてきますが、全員で体操やスクワット、その
場での 100 回⾛りをする頃には、みんなニコニコ顔で元気が出てく
るから⼤丈夫。「♪凍てつく冬の寒い⽇は体もこごえてどうしょう 
こすれこすれこすこすれ〜♫」のリズムは友達の背中をこすり合っ
て、⼀⽇張り切って過ごせるパワーを貰います。縄跳びにドッジボール、凧揚げと陽が⾼くなる
とくしゃくしゃになる園庭をよけて⾛り回るこども達。先⽣達はむすばった凧のひも直しや⼤縄
跳び回しに朝から⼤忙しです。未満児さんも⼤きいお兄ちゃんやお
姉ちゃんを⾒ながら⼿や⾜を動かしてかわいい体操をしているね。 

室内からは、サンタさんに貰ったかるた取りの「ハイ︕」と⾔う
元気な声が聞こえてきます。 

１⽉１２⽇（⽊）冬とは思えないポカポカ陽気の中、３歳以上の
こども達は、それぞれの神社に初詣に出掛けました。年⻑さんは、
「学校に⾏ったら百点取りたい」「はなまるがいっぱい貰え
ます様に」と就学に向けたお願いをした⼦が多かった様で
す。短い３学期、寒さなんか何のその、楽しい遊びで繋がろ
う︕ 岩村こども園園⻑ 

 
 
 

 

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★ 〜ふれあい⼤縄⼤会〜 
岩⾢⼩学校では、１〜６年⽣を縦割りの８つのふれあいグループに

分け、さまざまな活動を⾏っています。１２⽉２３⽇（⾦）には、ふ
れあいグループ対抗の「ふれあい⼤縄⼤会」を⾏いました。 

『ふれあいグループのみんなで⼒を合わせて最後まで楽しもう。』
をめあてに、１１⽉後半から、朝活動や休み時間を使って、ふれあい
グループごとで⼤縄の練習に取り組んできました。６年⽣を中⼼に練
習計画や並び順などを⼯夫し、上級⽣が下級⽣に跳び⽅や⼊るタイミ
ングをアドバイスしたり、「ハイ、ハイ︕」と声をかけたりして、記録を伸ばしてきました。⼀度
も跳べなかった１年⽣の⼦も、上級⽣のアドバイスと励ましのおかげで跳べるようになりました。
当⽇は、仲間の「よさみつけ」も⾏い、⼤縄の取り組みを通して、跳べる回数も笑顔もたくさん増
えました。  岩⾢⼩学校教頭 
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「元気な一年生になれます様に！」 

はい！ 

「みんなで協力してたくさん跳べるようになりました！！」 



 
○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○「地域の安全を願って」 

１２⽉２⽇（⾦）、総合的な学習の時間「温故知新︓歴史コース」の⽣徒たちが、恵那警察署
で⾏われた「年末年始特別警戒出発式」に参加させていただきました。出発式の開催にあたっ
て、警察署の⽅から「岩⾢中の⽣徒が取り組んでいる獅⼦舞で出発式を盛り上げてほしい。」と
お誘いをいただき、これまでの練習の成果を披露しました。この２年間、コロナ禍でなかなか
披露する機会がなかったこともあり、⽣徒たちは緊張しつつも充実感を味わうことができまし
た。 

地域の⽅と直接ふれ合うことを通して、⾃分たちが多くの⽅に⾒守っていただいている⽅へ
の感謝の気持ちと、安全な⽣活を⾃分たちの⼿で守っていくという意識を⾼める機会となりま
した。 岩⾢中学校教頭 
 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼  

こんにちは︕恵那特別⽀援学校です。 
 12 ⽉中旬、中学部２年⽣が校外学習でエコセンター恵那に⾏きました。ごみ処理についての
話を聞いたり、収集してきたごみを⼀時的にためておくごみピットを⾒学したりしてきました。
施設の⽅にインタビューし、地域の⼈々の健康な⽣活の維持には⽋かせない施設であることを知
ることができました。⽣徒からは「私の家のごみもここに来るの︖」などの感想が聞かれ、⾃分
の⽣活との関わりに気付くことができました。 

中学部１年⽣はふるさと学習として、味噌づくりに取り組んでいます。12 ⽉下旬、その⼀環で
三学の⾥に⾏き、味噌の仕込みを⾏いました。蒸された⼤⾖を潰す機械にこぼさないように⼊れ
たり、⼤⾖と⽶麹、⻨麹、塩を⼿で混ぜたりしました。混ぜたものをバケツで少しずつ運び、樽
に⼊れた後はビニール袋の上から⾜で踏みながら詰めていきました。⼀年後おいしい味噌ができ
ることを楽しみにしながら、丁寧に仕込みをすることができました。  教務部・広報担当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【獅子舞を力強く披露】

【蒸した大豆を潰す機械に入れる様子】 【エコセンターの方から説明を聞く様子】 

【白バイ・パトカーの出発を全員でお見送り】 【おかめひょっとこで和やかなムードに】
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マイナポイントについて 
マイナポイントを受け取るには、別途、申込みが必要です。 

岩村振興事務所では、マイナンバーカードをお持ちの方で、ポイント申込が

困難な方にサポートを行っています。 

実施日：平日開庁日 午前９時～午後５時まで 

※時間帯によっては窓口が大変込み合う場合があり

ますので、時間に余裕をもってお越しください。 

【休日のマイナポイント申込サポート窓口】  

2 月５日（日）午前 9 時 30 分～午後 4 時 

会場：岩村コミュニティセンター大ホール  

 

 

 

マイナンバーカードの申請受付も行っていますので、この機会にぜひ申請ください。 

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から２⽉のお知らせ 

◎ いっしょにいこまい会（会費４００円） 

２月１７日（金） 午前 10 時半～午前 1２時半     

「みきちゃん体操」頭の先から足の先までお手入れします 

コロナ感染拡大状況に応じて食事提供の状況が変わります 

◎ 美容・健康トレーニング予約不要（一回５００円） 

２月 ８日（水） 午後 1 時半～午後 3 時 

２月２２日（水） 午後 1 時半～午後 3 時 

３月 ８日（水） 午後 1 時半～午後 3 時 

   

◎「親子遊びの場」の開設 

２月１４日（火）親子遊び・絵本  

２月２８日（火）親子遊び・絵本  

 

 

 

 問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村支所 秋山・原田 

電話 43-0051 ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/
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今後、新型コロナウィルスに関する社会情勢の変化に伴い、内容の変更または、 

中止せざるを得ない状況がございますので、ご了承ください。 

・マイナンバーカード 
・マイナンバーカードの暗証番号 
・連携させるキャッシュレス決済 
・口座情報（公金受取口座登録をご希望の方） 

〖持
ち
物
〗 

健康トレーニングで、体スッキリ‼ 

みなさま 
福祉センターへ 
お越しください 



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
第 21 回記念 ｢いわむら城下町のひなまつり」開催!! 

今年も「第 21 回いわむら城下町のひなまつり」が開催されます。 
観光協会では、「いわむら城下町のひなまつり」ネーム⼊りの商品を販

売していますので、この機会にお⼦様、お孫様にぜひお買い求めください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(一社)恵那市観光協会岩村支部 

岩村町観光協会/“えなてらす、いわむら。” ＜年末年始以外無休＞ 

TEL/FAX 4３-3231(町並みふれあいの舘) 

   マグカップ         サラダボール      フリーカップ

おひな様 おみくじも !!  お⼦様ラーメン丼 
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急に変更・中⽌になる場合がありますのでご了承ください。

 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎43-3722  
 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望のある⽅は、図書名、作者名を岩村コミュニティセンター  
までご連絡下さい。【ご希望に添えない場合もあります】  コミセン主事 ☎43-3722 

主な２⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
2 ⽉ 10 ⽇(⾦) 無料法律相談 
2 ⽉ 18 ⽇(⼟) ことぶき結婚相談 

⽇ 時 令和5 年3 ⽉2 ⽇（⽊曜⽇）午前10 時から11 時30 分 
場 所 岩村コミュニティセンター２階⼤会議室 
内 容 閉級式（終了証書の授与式）、次年度の申し込み受付（随時） 

    横光亜由美先⽣の親⼦ヨガを合わせて⾏います。 
参加しませんか︖ 
令和５年度の新規申し込みを受付しています。友達づくりや⼦育てに寄り添った内容で⽉１回活動し
ています。随時受付をしておりますので、下記連絡先までご連絡下さい。 

連絡先 岩村コミュニティセンター ⽥中 ☎43-3722 
 

 
のびっこクラブは、⼦育てママさんの⾃主運営団体である「いわむら学級」の 

メンバーで活動しており、未就園児を持つお⺟さん⽅が⾃主的に企画、運営して 
います。 

助け合いながら、ママ同⼠の交流を深める事を⽬的にお友だちの作り場として 
⽉１回、活動しています。参加希望される⽅は下記連絡先までご連絡下さい。 

連絡先 岩村コミュニティセンター ⽥中 ☎43-3722 

のびっこくらぶ 紹介 

乳幼児学級いわむら のお知らせ 

新刊のお知らせ 
⽼害の⼈ 内館牧⼦ 
戦争をやめた⼈たち （⼤⼈の絵本） 

幼児期の絵本 
すーべりだい、ぽんちんぱん、へっこぷっとたれた、 
おせんべやけたかな、ちびすけどっこい 

今 

月 

の 

新 

刊 

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で
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「ホットいわむらだより」の印刷経費の⼀部は、広告主様からの広告による収⼊で賄われています。

まちの情報掲⽰板（広告） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

広 告  
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カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 
専門店だからできる この品揃え、この価格‼ 

インテリアアンドウ 

瀬戸石油店 

電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

岐⾩県恵那市岩村町飯⽻間 2288 番地 7 

TEL（0573）43-3066 

定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00 



 
 

 

いつでもだせる︕いちどにだせる︕ちいきにかえる︕城下町クリーンステーション 12 ⽉分実績  

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

 

親
おや

に事
つか

うる道
み ち

は、己
おのれ

を忘
わす

るるに在
あ

り。 

子
こ

を教
お し

うるの道
み ち

は、己
おのれ

を守
ま も

るに在
あ

り。 
（言志晩録二二八条） 

 
親を⼤事にするということは、⾃分の都合を忘れて、親に尽くすということです。
⼦を教え、導くには、まず⾃分の⾏いを正すことです。 
今も昔も変わらない親や⼦に対する⼼構え。⾃分がどうあるべきなのかを考えさ

せられる。⼀斎先⽣は、家庭の中での在り⽅も教えてくださっています。 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと
一斎先生が言われました 

      
岩 村 町 

令和 5 年１⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,624 ⼈ （▲11） 〈▲89〉

男性 2,259 ⼈ （▲4） 〈▲34〉

⼥性 2,365 ⼈ （▲7） 〈▲55〉

世帯 1,858 世帯 （▲8） 〈▲7〉 
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

「ホットいわむらだより」に関するご意⾒
やお問い合わせ、地域の皆様にお知らせし
たい情報や写真などありましたら、下記の
岩村地域⾃治区運営協議会事務局へご連
絡ください。 

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会 
〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1 

☎43-2111(岩村振興事務所内) 
✉iwamurashin＠city.ena.lg.jp 

ダンボール    2,020kg（1,310kg） 
雑誌       2,890kg（1,060kg） 
新聞紙･チラシ  1,640kg（1,240kg） 
雑がみ       610kg （470kg） 
アルミ⽸       166kg  （96kg） 
合計      7,326kg（4,176kg） 

       ※( )内は 11 ⽉の実績

資源回収ステーション「城下町クリーンステーション」の実績です。 
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