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地域包括支援センターですこんにちは

～コロナに負けるな！南越前町～
地域ふれあいサロンを通じて人とつながりましょう

①食べる（栄養）　②動く（体力）　③つながる（社会参加）　④お口の健康（口腔）
　近年の調査で、特に③の人と「つながる」ことが、フレイル（虚弱）や認知症になる危険性を下げることが分
かってきました。具体的には、週1回以上友人などと交流している人が、活動能力の障害や死亡のリスクが低く、
自分とは異なる背景を持つ人との付き合いが多いほど気分の落ち込みや認知機能低下が起こりにくい、という
研究結果があります。
　コロナ禍の中、地域ふれあいサロンは、サロン協力員さんを中心に距離
や換気、マスク着用に気を配りながら、各地区で介護予防に取り組んでい
ます。「集まるだけで介護予防」にもなる地域ふれあいサロンを、お気軽に
ご利用ください。
　問合せは、地区のサロン協力員さん、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンターまで。

■問合せ　地域包括支援センター（保健福祉課内） ☎ 0778－47－8009
　　　　　社会福祉協議会地域包括支援センター（今庄福祉センター 2階） ☎ 0778－45－1170
　　　　　　　 　　〃　　　　　　 河野支所（河野保健福祉センター１階） ☎ 0778－48－2260

南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
4 月１日付で、地域おこし協力隊 1名が着任しました。
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【プロフィール】
　福井市出身。高校まで福井で育ち、横浜の大学で建築学を専攻。主に地域
全体を博物館のように捉える「エコミュージアム」の研究を行っていました。
その他、住環境や福祉環境等の視点からの地域的な活動に取り組みました。
【活動内容】
　地域の魅力の向上を通して、移住・関係人口促進に係る業務に取り組みます。
【活動の抱負】
　南越前町に住むことで、大学で学んだことを地に足のついた活動として実践できるようにチャレンジしてい
きます。活動を通して、住民の皆さまが誇りや愛着を持てるような地域になることが一番の理想だと考えてい
ます。そのために、地域内外のひと・もの・ことのネットワークを結んだり、新たな価値を発見・創造する取
組みに邁進してまいります。
　まずは、地域の皆さまと顔見知りになり地域のことをよく知り、楽しんで活動していこうと思います。よろ
しくお願いします。

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

介護予防のポイント



9 2021 年 6月号

南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ

　台湾と南越前町の友好関係を深めるため、令和 2年度に「台日友
好交流プレゼント企画はす坊探し大作戦」を実施しました。南越前
町の観光紹介動画内のクイズに正解された方の中から抽選で、町の
特産品をプレゼントする企画です。
　第一弾（観光地の紹介）と第二弾（食の紹介）を実施し、合計で 250
名以上の台湾の方が参加されました。クイズの回答以外にも、多く
の参加者から「風景がきれい！南越前町特有の文化を感じた。素敵
な町だと思う」、「コロナが落ち着いたら、南越前町に旅行に行きた
い」などのメッセージをいただきました。また、イベントの実施に
あたっては、台南市白河区役所や崑山科技大学などに宣伝の協力を
いただきました。
　オンラインの観光・文化の情報発信やメッセージの交換を通して、
台湾と南越前町との交流を深められたのではないかと感じます。こ
れからも手法を工夫しながら、国境を越えて、良い関係を築き、交
流を深められるような活動をしていきたいです。

　観光紹介動画は、QRコードから　　　
【第一弾】　　　【第二弾】

　どなたでもご覧いただけます。　　

■問合せ　観光まちづくり課　紀　☎ 0778－47－8013

「台日友好交流プレゼント企画はす坊探し大作戦」を実施しました

総務省・経済産業省・福井県・南越前町からのお知らせです。

崑山科技大学での宣伝の様子

台南市白河区での宣伝の様子
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
― 退任のご挨拶 ―
　平成 30年７月の着任から、町内の皆さまには大変お世話になりました。６月末で３
年間の任期が終了し、地域おこし協力隊を退任します。
　着任当初から携わってきた流動創生事業は、令和３年３月で終了となりました。しかし、
これまで続けてきた活動やご縁が途切れてしまわないよう、古木の拠点を中心に「Daisan
（ダイサン）」という名前で、引き続き県内外からの滞在者の受け入れをしていきます。まずは県内の方を中心に、
知っているようで知らない南越前町のことを、暮らしの体験を交えて様々な角度から知ってもらう場所にして
いきたいと考えております。
　地域おこし協力隊としての任期は終了しますが、引き続き南越前町に住みながら活動を続けてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。 （地域おこし協力隊　宇野　朱美）
　Daisan（ダイサン）フェイスブックページ　https://www.facebook.com/daisan2021

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

南越前町山海里写真コンテスト 第16回

「風景の部・人物の部」大賞・準大賞・町内受賞者
　南越前町の魅力を広く PRできる写真を募集したところ、194点の応募がありました。コロナ禍での開催と
なり、イベント等が中止になる中、たくさんの応募がありました。
 大　賞 
　（風景の部）「朝光浴びて」野田　祥子さん（愛知県）
　（人物の部）「夕陽の中でヨガを」塚田　玲子さん（鯖江市）
 準大賞 
　（風景の部）「潮騒のメロディーが聴こえる」吉村　誠さん（奈良県）
　（人物の部）「甘くなれ」上坂　俊一さん（敦賀市）
 町内受賞者 
　南越前町議会議長賞　「冬華満開」高木　茂和さん（馬上免）
　入選　「早春の鉢伏城」加藤　勝治さん（東大道）
　※今年度も第 17回南越前町山海里写真コンテストの作品を募集します。
　　南越前町の魅力的な写真をお待ちしています。
■問合せ　（一社）南越前町観光連盟　℡ 0778－47－3414

大賞　風景の部 大賞　人物の部

準大賞　風景の部 準大賞　人物の部 南越前町議会議長賞（高木さん） 入選（加藤さん）
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ

　移住促進のため、「南越前町移住定住支援サイト 南えちぜん暮らし」の情報の充実を図っています。企画
の第一歩として「河野児童館・河野子育て支援センター」の絵を描きました。建物を斜め上から俯瞰できる
図法を用いて、施設全体の規模や様子が誰にでもわかるようにしています。全体として和やかでワクワク
するように工夫しました。移住を前向きに考える小さなきっかけになることを願っています。
　今回の絵は、建築を説明するときの図法を応用してみました。今後も建築学科で学んできたことを生か
した自分なりの活動を展開していきます。  （地域おこし協力隊　田上 夏伊）　　　　　　  　　　
移住定住支援サイト紹介ページ　https://www.minamiechizen-iju.jp/news/39/
■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

― 子育て施設を絵で伝える ―

した自分なりの活動を展開していきます。  （地域おこし協力隊　田上 夏伊）　　　　　　  　　　

まちを楽しむ・生かす活動に取り組む

学生を募集
　学生の「学びの継続」、「地域での挑戦」を支援することに
より、地域に貢献できる人材の育成および地域の活性化を
図ることを目的に、南越前町での活動（まちみらいチャレ
ンジ）に取り組む学生を募集します。

まちみらいチャレンジとは…町に関連する活動を学生が自由に設定し、令和 3 年 9 月から令和 4 年 2 月までの期間に、
町内やオンラインで学生が主体的に実践する活動

参加資格　以下の要件を全て満たしている方
　　　　　・平成５年４月２日生～平成 15年４月１日生
　　　　　・大学 (大学院含む )、短期大学、専門学校 (専修学校含む )に在学している学生
　　　　　・活動への意欲があり、主体的・積極的な活動ができる方 
参加方法　８月 23 日（月）までに活動を計画し、参加申込書兼活動計画書および在学を証明する書類

をメールにて提出してください。　※詳しくは町のホームページをご覧ください。
発　　表　書類審査の上、９月１日（水）に通知予定です。通知後に活動を開始し、活動終了後に活動

報告書を提出いただきます。令和４年２月に活動報告会等を実施します。
■問合せ　観光まちづくり課　☎0778－47－8013
　　　　　✉kanmachi@town.minamiechizen.lg.jp
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
　台湾と南越前町の友好関係を深めるため、「台日交流プラットフォーム」
サイトを作成しました。当サイトでは、南越前町の観光・友好交流などの
情報を中国語（繁体字）で提供しています。８月には、台湾台南市白河区の
方が参加できるオンラインツアー・交流イベントを開催する予定です。
　現在は、台湾の皆さんにもっと南越前町を知ってもらうため、「南越前
町の 130種蓮花記事」というタイトルで、花はす公園の花ハスを写真や動
画で紹介しています。これからもオンラインの情報発信を通して、台湾と
の良い関係を築き交流を深めていきたいと思います。
　サイト内の「南越前町の 130 種蓮花記事」は、どなたでもご覧いただけ
ます。ぜひご覧ください。 （地域おこし協力隊　紀　京佑）

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

－みんなに教えたい！南越前町のコト―

　もうすぐ9月になろうというのに、まだまだ暑い日が続いています。今回は暑さを吹き飛ばす「町内
の納涼スポット特集」！

■問合せ　（一社）南越前町観光連盟　℡ 0778－47－3414

不動ヶ滝 鉢伏山登山道

高倉砂防西高倉堰堤

白髪神社 夜叉ヶ池登山道

　行ったことがあるところはありましたか？厳しい残暑が続きますが少しでも「涼」を感じてください。
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■問合せ　総務課　　　　　　　　　☎ 0778－47－8000
　　　　　福井県消費生活センター　℡ 0776－22－1102

事業者に突然の訪問を受けてもその場で契約せずによく検討しましょう！

携帯発電機やポータブル電源の事故に注意！

事業者に突然の訪問を受けてもその場で契約せずによく検討しましょう！

携帯発電機やポータブル電源の事故に注意！

事例   　突然自宅に来た事業者から太陽光発電設備と家庭用蓄電池の勧誘を受けた。すぐに契約するつもりはな
かったが、「安く契約できるのはあと２件」などと説明されて約300万円で契約してしまった。よく考える
と高額のためクーリング・オフしたい。

＜アドバイス＞　特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリン
グ・オフを行うことが可能です。特定商取引法では、事業者が訪問販売を行うときには、勧誘に先立ち消費者に
対して、事業者の氏名（名称）、契約の締結について勧誘する目的であること、販売しようとする商品（権利、役務）
の種類を告げなければならないと定められています。
　突然の訪問による勧誘や契約を急がされてもその場で契約せずに、複数社から見積書を取り、慎重に業者の選
定を行いましょう。また、契約するつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう！

　災害時の備えなどにより、携帯発電機やポータブル電源の需要が高まっています。一方で地震、台風、暴風雪
の自然災害による停電時など、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素（CO）中毒が疑われる死亡事
故が発生しています。また、ポータブル電源の火災事故が近年発生しています。携帯発電機やポータブル電源を
使用する際は、以下の点に注意しましょう。
 携帯発電機  （１） 屋内では絶対に使用しないでください。
 （２） 屋外でも、換気の悪い場所や火気を使用する場所では絶対に使用しないでください。
 （３） 製品ごとに定められた距離を建物及びその他の設備から離してください。
 ポータブル電源  （１）  製造・販売元がはっきりしている製品を選び、また回収・

リサイクルに対応しているか確認しましょう。
 （２） 使用中の感電に注意しましょう。
 （３） リコール対象製品になっていないか確認しましょう。

私たちの生活にひそむ身近な消費者トラブルや
製品情報について、定期的に情報発信していきます。

消費者通信
第15号

消費者通信
第15号

携帯発電機の例
（画像提供：製品評価技術基盤機構）

南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
台湾とのオンライン交流イベントを開催しました！
　８月 22日に「『南越前町の花ハスのちがいはなに！？』オンラインツアー＆交
流イベント」を開催しました。台湾における蓮の一大産地であり、友好協定を
締結している台湾台南市白河区にお住いの方を対象に、「蓮」をテーマにオンラ
インでの交流を図るもので、台南市のご夫婦が参加されました。
　イベントでは、南越前町の花はす公園の様子やはす茶の作り方を紹介し、意
見交換を行いました。参加者からは、「台湾のはすまつりでは、蓮の実を剥くイ
ベントがある」、「南越前町のはすまつりのように台湾でも象鼻杯ができるとよ
い」といった意見がありました。また、「コロナが収束したら南越前町を訪れて
みたい。台湾にもぜひ遊びに来てほしい。」という嬉しい声もありました。今後
もオンラインなどの手法を活用し、交流を深めていきたいと思います。
 （地域おこし協力隊　紀）

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013
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11 月の集団健康診査・がん検診

期　日 場　所

要予約 予約不要

健康診査 胃がん検診 子宮頸がん検診
乳がん検診

肺がん検診
肝炎ウイルス検診
ピロリ菌検査
前立腺がん検診

予約不要
ストレス
チェック

骨粗鬆症
検診

11月９日㈫ 南条保健福祉センター 8：30～10：30 ● 8：30～10：30 13：15～14：15 8：30～10：30

■問合せ　集団健診（検診）予約専用ダイヤル（保健福祉課内）　℡0778－47－8489（平日 8：30～ 17：15）

※集団の「がん検診（胃がん、子宮頸がん、乳がん）」及び「健康診査」は、全ての会場において予約が必要です。
※予約方法については、受診券（４月中旬に黄色の封筒にて送付）に同封の案内をご覧ください。
　お手元にない場合は、下記までお問合せください。

南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
「わくわく台湾文化・会話レッスン」参加者募集！
　台湾出身で県内在住の講師が、やさしくあいさつ等の台湾華語を教えます。
1回のみの参加や、複数回の参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

場　所　南条文化会館　2階会議室 対　象　南越前町に在住または通勤されている方
定　員　各回 12名（先着順） 参加費　無料
講　師　中文工房フォルモサ 台湾華語講師　羅

ラー
　婷
ティー
婷
ティー
 氏

申込方法　各回開催日の 2日前までに、お電話でお申込みください。（平日 8：30～ 17：00）

■申込み・問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013（地域おこし協力隊　紀 京佑）

内　容 日　時
第１回 あいさつ（台湾文化概要、華語の基礎知識） 11月 4日（木）10：30～ 11：30
第２回 食べ物（果物・屋台グルメ、注文フレーズ） 11月 18日（木）10：30～ 11：30
第３回 観光（人気スポット、観光フレーズ） 12月 2日（木）10：30～ 11：30
第４回 お祭り（祝日・異文化雑談話、日付フレーズ） 12月 16日（木）10：30～ 11：30

医療費助成制度のお知らせ
　町では、下記の助成制度に該当する方が医療機関にかかった場合、医療費（保険適用分）等を助成しています。
ただし、助成を受けるためには申請が必要です。（※所得制限あり）

〈医療費受給者証の更新〉
▪今年度から、ひとり親家庭等医療費受給者証の更新は申請不要です。
▪所得などを審査した後、対象者には新しい受給者証を 10月下旬に送付いたします。
　なお、現在お持ちのひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限は、10月 31日です。
※所得が未申告の方には申請書等をお送りし、更新の申請をお願いする場合がございます。
■問合せ　町民税務課　☎ 0778－47－8015

助成制度 対象となる方（家庭）

ひとり親家庭等医療費助成
（母子家庭・父子家庭等）

・夫と死別または離婚し、20歳未満の子どもを養育している家庭
・妻と死別または離婚し、20歳未満の子どもを養育している家庭
・20歳未満の子どもの父及び母以外の者がその子どもを養育している家庭
・母が婚姻によらないで懐胎した児童のいる家庭
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
台湾台南市白河区との交流
　10月９日に台南市で開催された「台日友好交流イベント」に
おいて、白河区のご協力のもと南越前町の観光紹介を行いまし
た。花はす公園や象鼻杯を紹介する動画放映のほか、観光パン
フレットを設置いただきました。
　また、10月 21日は、董

トウ
白河区長と岩倉町長による懇談をオ

ンラインで行いました。これまでの交流事業を振り返った後、蓮
の生産状況や活用等の情報を交換しました。岩倉町長から「新型
コロナウイルス収束後は、ぜひ白河区長にお越しいただき町を案
内したい」との提案に、董白河区長は「日本は人が優しく空気が
美味しい。状況が落ち着けばぜひ南越前町を訪問したい」と話さ
れました。今後も工夫しながら交流事業を進めていきたいと思い
ます。 （地域おこし協力隊　紀　京佑）

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

「わくわく台湾文化・会話レッスン」参加者募集
日時：12月２日（木）  観光 、12月 16日（木）  お祭り  各 10：30～ 11：30　会場：南条文化会館２階会議室
台湾で使えるフレーズも楽しく学ぶことができます。参加費は無料です。お気軽にご参加ください。
各回開催日の２日前までに観光まちづくり課までお電話でお申込ください。

台湾を知ってみよう！

若い世代が地域を楽しむ「まちみらいチャレンジ」。 
それぞれの関心に合わせ、地域を活かした小さな挑戦に取り組んでいます。

学生活動レポート（京都大学4年　菊川  翔太）

　私は、昨年度のまちみらいチャレンジに参加し、南越前町の魅力に惹かれ
ました。南越前町の深い歴史、豊かな自然、温かい人。そういった魅力をもっ
と味わい、交流し、伝えたくて今年のまちみらいチャレンジにも参加してい
ます。10月に町を訪れ、観光ガイドさんや農家さんからお話をお伺いした
際もその魅力を実感しました。
　今後は、11月中旬から１か月ほど町に滞在し歴史や文化に関する活動を
する予定です。大学の勉強の集大成としての卒業論文や 14年間続けてきた
剣道を通じて、住民の方と交流したいと思っています。
　また２月初めには、町の歴史を学び＆自然を満喫するツアー（通称：頭と
体を１泊２日で使い切るツアー）を企画したいと考えています。この企画を
通じて、大学の友達などに南越前町の魅力を伝えたいと思っています。
　大学生活の残り半年間、南越前町を舞台にしたチャレンジを楽しみます。

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

（10月９日　台日友好交流イベント）

（10月 21日　白河区とのオンライン懇談）
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ

台湾文化に触れるイベントを開催しました！

　11 月から 12 月にかけて計 4 回、南条文化会館において

「わくわく台湾文化・会話レッスン」を開催し、町内から延

べ 30 人の方にご参加いただきました。

　台湾華語講師の羅
ラー

婷
ティー

婷
ティー

さん（台湾出身・県内在住）をお呼

びし、台湾の「あいさつ、食べ物、観光、お祭り」をテーマ

とした台湾文化と、各テーマに関連する台湾華語を教えてい

ただきました。観光をテーマにした講座では、台湾の代表的

な観光地の魅力のほか、歴史的背景や台湾に暮らす人々がど

う感じているのかといった思いなどの紹介がありました。

　参加者からは「台湾の食材はどこで買えますか」「台湾料

理のイベントがあったら参加したい」などたくさんの質問や

意見をいただきました。今回いただいた意見などを踏まえ、

今後も楽しみながら台湾との交流ができるイベントを開催

していきたいと思います。

 （地域おこし協力隊　紀　京佑）

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

地域を楽しむ学生を応援する「まちみらいチャレンジ」。 

自分自身の体験から感じたことを大切に、地域の魅力を発信し始めています。

学生活動レポート（岐阜大学４年  清水 のどか）

　10 月から 12 月までに計４回、南越前町を訪れました。元地域おこし協

力隊の宇野さんが運営している「Daisan」に滞在し、農家さんのお手伝いを

したり、綺麗な景色を見たりして過ごしました。野菜も人間と同じだなと考

えてみたり、自分の周りにはいなかった人と出会ったり、南越前町での活動

は全部が新鮮でとても楽しいです。ごはんも空気も美味しくて、南越前町に

来るとちょっと健康になれるのも嬉しいところです。海も山もあって南越前

町すごいです。

　今後は、滞在を通して知ったことや感じたことをまとめ、手書きのフリー

ペーパーを作ること、それを置かせてもらうことを目標に活動します。南越

前町での体験がきっかけで、今までやりたくてもやらないでいたことが少し

ずつできるようになりました。まちみらいチャレンジをやる前より確実に、

自分の世界が広がっているなと思います。

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013
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南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ
まちの案内と水仙
　地域案内機能を持つ新たな拠点づくりに向け、河野地区を中心に活動して
います。
　まずは、町内を訪れた人々に対し「まちの案内人」として、水仙畑や冬の間
に出稼ぎしていた糠杜氏の歴史などを、集落を歩きながら紹介しています。
参加者は、急峻な崖地にある畑の過酷な環境に驚くとともに、海へと広がる
美しい眺望に皆感動していました。また、今はもうない昔の暮らしを想像し
ながら、現在の集落の姿に思いを馳せていました。
　今後、生業や文化に携わっている住民の方々にもお声がけし、当事者とし
ての生の声を地域に興味のある人に届けていただく機会を設けたいと考えて
います。何卒ご協力をお願いします。
　僕自身も地域の文化をより知るために、水仙の球根を今泉の国道沿いの空
き地とビニールハウスに植えています。次の冬には、道沿いに咲く水仙を見
たり、花の収穫を楽しんでもらったりするなど、水仙を通した暮らしの豊か
さを多くの方に感じていただくきっかけを作っていきたいです。
 （地域おこし協力隊　田上 夏伊）
■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013

▲こちらは有料広告欄です。

見学も随時受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

資格・経験資格・経験

不問不問
～ 地域と共に ～　地域を支える「福祉のプロ」になろう！～ 地域と共に ～　地域を支え～ 地域と共に ～　地域を支え～ 地域と共に ～　地域を支え～ 地域と共に ～　地域を支え～ 地域と共に ～　地域を支え 福祉のプロ～ 地域と共に ～　地域を支え 福祉のプロ福祉のプロ

大募集！
給
　
　与

172,200円～212,000円
資格手当10,000円（介護福祉士の資格がある方）
夜勤手当 6,000円/回（月4～6回） 土日出勤手当1,000円/回
その他：扶養手当、通勤手当、住宅手当、処遇改善手当など

勤
務
時
間

① 7:00～16:00　② 8:30～17:30
③14:00～23:00　④23:00～翌8:00
　※いずれも休憩１時間 そ

の
他

パートタイム、夜勤専属スタッフも同時募集しています！
詳しくは電話にてお問合せください!!年間休日：120日　賞与：4.0ヶ月(過去３年平均)

さらに！

℡ 0778－48－7000
求人へのご質問、利用に関するお問合せはお気軽にお電話ください！（担当：伴）

社会福祉法人 町屋福祉会 地域密着型サービス施設こうの 検 索こうの
南条郡南越前町河野29-5-62　Mail：kouno@machiya-f.com

就職支度金
10万円支

給
詳しくは電話にて!!

いまな
ら

いまな
ら
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暦の上では雪から雨に変わる季節といえども、まだまだ

寒い日が続きます。そこで、今回は一足先に春をお届け！

ということで、町内で桜を楽しめるスポットをご紹介します。

ニュースなどで見る混雑している桜名所ではなく、人が少なく

ゆったりと楽しめる町内の桜をお楽しみください。

花はす公園1   花はす公園で楽しめるのは花ハスだけではご

ざいません。桜もあり、公園を散歩しながら

お楽しみいただけるスポットです。ちなみに、

紫陽花や紅葉もあるので、夏だけではなく、

四季それぞれの花々を見ることができます。

日野川河川敷

（南条小学校横）

2   南条小学校横の河川敷では、桜が立ち並ぶ、

桜のトンネルを歩くことができます。途中か

らは歩行者専用道路となっているので、車を

心配することなく、小さなお子さんと一緒に

歩くこともできます。天気が良ければ、河川

敷のベンチでピクニック等いかがでしょうか。

日野川河川敷

（湯尾）

3   約 2 キロの桜並木の下を歩くことができま

す。川沿いを歩くことができ、反対側には田

んぼの風景が広がるのどかな桜道です。

■問合せ　（一社）南越前町観光連盟　℡ 0778－47－3414

南越前町地域おこし協力隊活動 ＮＥＷＳ

台湾向けオンライン旅行交流企画を実施しました

　１月 15 日から２月 15 日まで、台湾との友好関係を深めるため、台湾向け

オンライン旅行交流企画「南越前町プレゼントキャンペーン」を実施しました。

　気に入った観光モデルコースを選択し、その理由等を記入した方に抽選で

南越前町の特産品をお贈りする企画です。今後は、台湾の方の関心が高い観

光資源・モデルコースを反映した「台湾向け観光パンフレット」を作成する予

定です。

　本企画の PR にあたっては、台湾台南市白河区、財団法人台南市台日文化友

好交流基金会など、台湾の関係団体から多くの協力をいただきました。継続

的な関わりを大切にし、多くの人に南越前町を PR していきます。

 （地域おこし協力隊　紀　京佑）

【南越前町地域おこし協力隊の退任について】

　地域おこし協力隊の中谷飛隊員は、１月 31 日をもって１年半の活動を終了しました。農業担い手確保事業

の実施にあたっては、多くのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 0778－47－8013


