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森林（もり

ペレットストーブ

 大同特殊鋼株式会社（本社：名古屋市）と南木曽町は、

25 日に南木曽町天白町有林で契約記念式典を開催しました。
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のために同町に提供する内容となりました。

 式典には、同社の岩本総務部長、向井南木曽町長、増田木曽

地方事務所長など総勢

念植樹や伐採作業が行われました。

 式典終了後、社員の方々は桃介橋を渡り、福沢桃介記念館も訪れ創業者の想いにはせていました。
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の里親契約とは、県が行う「
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あるペレットストーブの稼働を始めました。
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炎を見つめる姿がよく見受けられます。

 燃料として使用している木質ペレットは、県内
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