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　 　 スク－ルガ－ド、環境団体への配布　　　　　　　　1730枚

　　八ヶ崎地区、五香新町地区スク－ルガ－ド　　　　1370枚
　　駅前清掃(メイク松戸ビュ－ティフル）　　　 　　　　　360枚

平成 年度も引き続き家庭用廃食油の回収を継続して行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松戸市協働事業）
　さらに多くの回収拠点、協賛店の参加を求めていきます。
また　環境・美化活動、　スク－ルガ－ド等へのアプロ－チをさらに
進めていきます。　ご協力をお願いします。

家庭用廃食油の回収実績とアウル券の配布実績（23年4月～24年3月末）
　　　　回収拠点の皆様のご協力により回収をしていただきました。

　　　　回収量　合計　６０５㍑　アウル券配布枚数（６８５枚）

　　   ●内　訳
　

  小金原健考館  　371.5㍑　 （534枚）　 ㈱松浦住宅
　菓匠　松久　　　 　64㍑　 　 （39枚）　　㈱スエヒロ　　　    12㍑　　       （8枚）
　松川産業㈱　　　　28㍑　　　　　　　　　 ㈲花創作　高原　　7㍑　　      （13枚）
　㈱ミヤマ建設　　　34㍑　　　 　　 　　 　㈱ヤマザキ家具センター　9㍑　（18枚）
　㈲八矢庵　　 　　　32㍑　　　　　　　　　 ㈱丸協　　　    　14㍑　　        （28枚）
　㈲はたや商店　 　23㍑　 　 （38枚）  　 ㈲峰月　　　　    10.5㍑　         （7枚）

この事業は、市の環境計画課と商工観光課との協働で実施されています。

　　アウル券の使用実績　　合計　６６枚

　（協賛店の皆様のご協力により、
　　１０アウル＝１０円のサービスの提供をいただきました）

　・肉の田村　　　１５枚　 　　　・八しま　　手打ち讃岐うどん　７枚
　・東龍　　    　　３０枚　 　　　・菓匠　松久　         　　　     １４枚



 　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　（回収拠点実績　～平成24年7月までの累積）
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　平成２１年７月よりアウル事務局で月２回の回収からスタ-トしましたが、２３年４月
より松戸市との協働事業として、この事業を全市に向け展開をスタートさせました。
しかしまだ多くの市民の方々に周知出来ていません。
　これからは広報活動に全力を注ぐとともに、さらに回収拠点、協賛店の拡大に努力をし
ていきます。会員の皆様も、ぜひ近くの回収拠点に廃食油をお持ちください。
　またご近所の皆様にもお話して下さい。

　
　

回収拠点・協賛店
㈲花創作/稔台

回収拠点・協賛店
㈱ヤマザキ家具センター/南花島

■家庭用・廃食油回収が12拠点に増え、10アウル券の使用できる 協賛店が39となり
　ました。さらに、拡大してまいりますのでご協力お願いします。

　　回収拠点

㈱ミヤマ建設/下矢切



会員の皆さん、ご覧になりましたか ?
⑩

「広報きつご」平成Z4年 0日 15日号に掲載

下記拠点にて、廃食油の回収をしています 。・・

腑スエヒロ     松戸市稔台771  0473662800  土、日、祭日を除く 防災設備用品
同花創作 たかはら 松戸市稔台731  0120087596  花屋さん  木曜日を除く
菓匠 松久 (和菓子)松戸市金ケ作4112 0473873319  木曜日の除く 五香東口商店街
松川産業情     松戸市竹ヶ花西町30613 0473654371 土、日、祭を除く
腑 ミヤマ建設    松戸市下矢切299  0473671031  土、日、祭を除く
同ノヽ矢庵      松戸市下矢切781  0473625909  和菓子処  火曜日定休日
腕ヤマザキ家具センター 松戸市南花島3-43120473673741 毎日 無休
同はたや商店    松戸市五香261  0473873835  月曜日を除く毎日 酒類販売
同峰月 (和菓子) 松戸市松戸1281   0473622785  火曜日を除く
田丸協       松戸市紙敷507   0473920909  廃棄物 リサイクル 土、日、祭除く
ノエビア オレンジハウス 松戸市小金原43418 047348551平 日のみ
欄ハナノイ     松戸市新松戸南2164047346-4997  リフオーム、クリーニング業 平日のみ
欄松浦住宅     松戸市根本812   0473617788  住宅リフォーム 土、日、木を除く

※g∃ 10日をもって小金原地区の回収拠点が「健考館Jから、「ノエビフ オレンジハウスJこ変更
になります。長い間有難うございました。尚、新松戸地区の回収拠点として「l●ハすノイJがスタ
ートしました。

協
辣艤鰤黎

″
隋勒ヅ鰤徳眩錮

家庭用廃食油を回収 して、地球環境にやさし

い、活力ある地域商店街を実現しませんか。

回収 した家庭用廃食油は、バイオディーゼル

燃料に変換され、C02排出ゼロを実現 します。

平成23年度は家庭用廃食油を605リ ットル回

収し、地域通貨であるアウル券を68致配布し

ました (廃食油500ミ リリットルペットボ トル

1本で10ア ウル券 1枚と交換可)。

アウル券 よ、協賛店で貢い物等の補助券とし

て利用できます (10ア ウル=10円 )。 回J又拠点

は12カ所、アウル券の使える協賛店は38店舗

です。詳細 は、ア ウルの会の ホームページ

(国 http://homepage2 n fty com/
matsudo owDを ご覧ください。また、lFil賛店

回収拠点も募集してしヽますので、thひ ご参力□く

ださい。

固環境計画課電 66-7331
商工観光課8366-ア327

買い物時、

お得な“アウル券"に



靱顆聰軋鋏輻蝙閂靱儡餡鰤
047-366-2800   防災用品
0473613000 建設設備、リフォーム
0120087596  花屋

松戸市稔台473    0473921641 ペットショップ

松戸市稔台2306内 田マンション105 09061265300  整体
松戸市日暮32618   0473758502
松戸市河原塚50515  0473862121

047-362-5909

047-362-9752

松戸市上本郷37835  0473668151
松戸市松戸新田57615 0473623613
松戸市松戸新田30 047-363-6624

松戸市松戸新田2322  0473643158
松戸市松戸新田30 047-364-3162

松戸市松戸新田47361 0473647261 コンニャク
松戸市松戸新田2114  0473681127

松戸市八ヶ崎3185  0473455292 手打ち讃岐うどん

松戸市小金原8121  0473423487 中華料理
美容院カラーリオン 松戸市小金原6511 047-345-7090

すまいるの住宅情報センター 松戸市小金原6523 0473465171 不動産業
肉の田村 松戸市小金原3176 047342-1693 肉屋さん
ヘアーメイク ダンデイ 松戸市小金原6518 047341-2726 理髪店
ミカタ

～
公P司可′]ヽ J奎『 R9-2-4      047-342-0005

ノエビア オレンジハウス 松戸市小金原43418 0473485512  化粧品販売 平日
ほつぺ       松戸市小金原2丁 目   09049396792 赤ちゃんマッサージ
同佐藤ベーカリー  松戸市常盤平5166  0473877130 バン屋
嘲はたや商店    松戸市五香261    0473873835 定休日 (月 )酒類販売
トリミングハウスKOMA松 戸市牧の原154   0473882228 ペット美容
菓匠 松久     松戸市金ケ作4112   0473873319 定休日 (木 )和菓子
帥さかもと      松戸市金ケ作408318  0473863482 風呂設備
冊スタッフ 文房具  松戸市根木内6248   0473413666 事務機器
メグミルク ム トウ牛早L店 松戸市古ヶ崎435939 0473627296
欄ハナノイ      松戸市新松戸南2164  o473464997 リフォーム、クリーニング平日
純見 (よ しみ)フ ット&ヘ ッド セラピー 松戸市新松戸3296 サンライ トパス トラル

壱番街A1210  09058006132  足裏施術

NPO法人 松戸エコマネー「アウ′L」 の会
〒2702231松戸市稔台7丁 目7番地13mダ イエツクス内
TEL&FAX 047-368-0980   E― ma‖  : matsudoowi@s3 dion ne
H P   :   http://homepage2 n fty cOm/matsudo― ow/

松戸市稔台771
松戸市稔台7713

同花創作 たかはら 松戸市稔台731
臓東葛ペット

なんば整体院

ギヤラリー 田中
ユイビリエ

l●l峰月

ltl山 陽社

欄スエヒロ

腑ダイエックス

たいやき 千寿

l●l八矢庵

清水工務店

薬膳カレー 秋月

酒のアリタ

m丸亀

万星食品欄

元気もりもり 食堂

同末広屋

同山本建設

松戸市松戸1281

松戸市松戸1445

047-362-2785

047-362-4463

アンティーク、アクセサリー

ケーキ

定休日 (火 )和 菓子

印刷業

定休日 (水 )

定休日 (水 )

定休日 (火 )和菓子処

定休日 (木 )

酒類販売

海苔、お茶
生鮮食品

パンエ房 ポナペティート松戸市北松戸31230473600808
松戸市北松戸3123  0473600908
松戸市下矢切781
松戸市上矢切466

欄ヤマザキ家具センター 松戸市南花島343120473673741
ノヽしま

中華の東龍

24831


