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Jul. 2021

見
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な
！

高
校
球
児
の

１回戦から
準決勝まで

第103回 全国高等学校野球選手権

福井大会

生中継
＆録画放送

ケーブルテレビで放送決定
コミュニティチャンネルで球児らの熱いプレーに応援を！
一年ぶりの開催となる今大会。県内30校が出場し、福井県営球場、敦賀市総合運動公園野球場を舞台に夏の甲子園を目指します。

〜20日

火

1・2回戦
午前8：45〜
3回戦・準決勝 午前9：1 5〜

※両球場で同時開催の試合の日は一方を生中継し、
もう一方は19時から録画放送します。 主催

特別番組

福井県高等学校野球連盟

令和3年度

株式会社朝日新聞社

特別番組

令和3年度

丹生郡中学校音楽交流会

ソノーレ・ウィンドアンサンブル
第29回定期演奏会

収録：6月11日 越前陶芸村文化交流会館

7月17日（土）〜23日（金・祝）
午後5：00／午後8：00

収録：6月20日 鯖江市文化センター

※過去の様子

詳しい放送内容は
週間番組表を
チェック！
▼
▼
▼

7月8日

木

7月12日（月）〜16日（金）午後8：00

都合により番組の内容・日時が変更、
あるいは放送を中止することがあります。
ご了承ください。

コミュニティチャンネルへのお問い合わせ

0778-51-0101

TEL.

ニュース動画や
地域情報は

こちら

発行所：丹南ケーブルテレビ
（株）
〒915-8588 福井県越前市塚町101 武生商工会館2F
TEL.0778-21-5040

091chたんなんスマイ
ルTV
3日
土

7

4日
日

5〜7日
月〜水

8･9日
木・金

10日
土

11日
日

自主制作番組

特別編成

12～15日
月〜木

16日
金

17～20日
土〜火

7月

21〜23日
水〜金

00 交通情報ライブカメラ ／ 15〈7/3～7/9〉E～仲間たち！

7

25 武生商工会議所だより ／ 30 越前市情報ナビ ／ 42 番組案内 ／ 45 さばえ ほっと情報！ ／ 55 越前町いきいき情報局
00 ニュース＆トピックス たん９
30 ケーシー先生のゆかいな英会話

45 ライブカメラ 45 社協だより 40 福武線
00 丹南歴史探訪［再］

11 30 かたいけの体操 ／ 35 ようこそモデルハウスへ

00 コロナビ ／ 05 みせばん ／ 15 E～仲間たち！

３ 回 戦・準 決 勝・予 備 日

25 会議所だより ／ 30 各市町行政番組

2

15

３回戦

・２ 回 戦

1

1

回戦

0

1

15

回 戦・予 備 日

55 日替わり番組

00 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］

30 エンジョイ丹南！山めぐり
00 ニュース＆トピックス たん9

2 30 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］
45 Jr.＋
［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ

3
4
5
6

00 まいどわいど［再］ 00 他局番組

00 おたっしゃ珍道中［再］

00 おたっしゃ珍道中［再］

30 子育てTVハピクラ

30 子育てTVハピクラ

00 けーぶるにっぽん

00 け
 ーぶる
にっぽん

30 エンジョイ丹南！山めぐり

05 みせばん ／ 15 E～仲間たち！ ／ 25 ようこそモデルハウスへ
30 サマンサのLet’s SDGs

00 ニュース＆トピックス たん9
30 エンジョイ丹南！山めぐり
00 けーぶるにっぽん／30 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］
45 Jr.＋
［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ
00 みせばん

00 まいどわいど［再］ 00 他局番組

10

15 E～仲間たち！
45 社協だより

11
〜

0
6

30 みせばん[再]

30 こしの都 神社の謎[再]

10

40 福武線に乗って
00 丹南歴史探訪[再]
30 体操 /35 モデルハウス

11

55 日替わり番組
25 会議所 /30 行政
00 コロナビ /05 みせ[再]
15 福武線 /30 山めぐり[再]

0
1

00 たん９
30 ケーブルアカデミー

2

45 キッズダンス

00 丹生郡中学校音楽交流会

25 武生商工会議所だより ／ 30 越前市情報ナビ ／ 42 番組案内 ／ 45 さばえ ほっと情報！ ／ 55 越前町いきいき情報局

全国高等学校野球選手権 福井大会（録画）

9

00 他局番組

00 ニュース＆トピックス たん9

00

9

45 キッズダンス

45 社協だより

45 Jr.＋
［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ

8

15 けーぶるにっぽん

00 他局番組

00 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操

7

全国高等学校野球選手権 福井大会

00まいどわいど 00 他局番組
生放送
30 みせばん

8

45 紙芝居で郷土を知る

全国高等学校野球選手権 福井大会

45 Jr.＋
［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ

45

全国高等学校野球選手権 福井大会

9 30 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］

全国高等学校野球選手権 福井大会

00 エンジョイ丹南！山めぐり

10

45

全国高等学校野球選手権 福井大会

45

30 子育てTVハピクラ

3
4
5
6

00 かたいけの体操 ／ 05 みせばん[再]
15 風景 ／ 20 ソラカラタンナン ／ 23 持ち帰り店 ／ 25 モデルハウス
30 サマンサのLet’s SDGs

7

45 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］
00 ソ
 ノーレ・ウィンド
アンサンブル 演奏会

00 丹生郡中学校音楽交流会

00 けーぶるにっぽん ／ 30 ケーブルアカデミー［ポルトガル語］
45 おうちでかんたん！学校給食

8
9

00 みせばん[再]
15 ふるさとのものがたり 紙芝居で郷土を知る

10

30 こしの都 神社の謎[再]

00 ニュース＆トピックス たん9

00 ニュース＆トピックス たん9

25 武生商工会議所だより / 30 越前市 / 42 番宣 / 45 鯖江市 / 55 越前町

25 武生商工会議所だより / 30 越前市 / 42 番宣 / 45 鯖江市 / 55 越前町

【091ch】QVC お問い合わせ/【 一般電話から】0120-945-010（通話料無料） https://qvc.jp/
【092ch】ショップチャンネル お問い合わせ/【 一般電話から】0120-000123（通話料無料） https://www.shopch.jp/
【093ch】ジュエリー☆GSTV〈放送時間／深夜0：00〜深夜2：00〉 お問い合わせ/0120-934-220（8：00〜26：00（翌2：00）） https://www.gstv.jp/

11
0

〜

8 30 子育てTVハピクラ

6

○特別番組放送の場合は、通常番組は休止となります。
○深夜0：00以降、
「ショップチャンネル」をご覧になる方は092ch、
「ジュエリー☆GSTV」をご覧になる方は093chにセットしてください。

都合により番組の内容・日時が変更、
あるいは放送を中止することがあります。
ご了承ください。

2

地域の話題はコミュニティチャンネルで！

土 曜日
一斉更新

土

ニュース&トピックス たん9
7月24日からの番組表
日
月〜金

00 交通情報ライブカメラ

7

25 会議所だより ／ 30 各市町行政番組
00 震災復興特番〈7/31～ 丹南見聞録〉

8

30 子育てTVハピクラ
00 たん９ ／ 30 ケーブルアカデミー

9

［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ
45 Jr.＋

00まいどわいど 00 他局番組
生放送
30 みせばん
10
45 ライブカメラ 45 社協だより 40 福武線
00 丹南歴史探訪[再]

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

エリア内の出来事や話題のひと・もの・ことをギュギュッと
お届け。
たくさんの笑顔をお伝えします。

元気キッズが将来の夢を発表！二十歳に
なる頃に再放送します。

7/3〜

土曜の朝は まいどわいど生放送
生放送ならではの旬な情報や話題をお届けします！

※24日は武生楽市とのコラボデー ※10・17日は放送休止

Jr.+［ジュニアプラス］

丈生神山幼稚園

7/24〜 しんとくこども園①

鯖江市

7/31〜 しんとくこども園②

鯖江市

丹南のお店情報番組 みせばん

部活やスポーツなど活動をがんばる子供たちを紹介。

7/3〜 SHAKE DANCE CENTER
7/24〜

越前市

7/3〜

鯖江市

高校総体に向け！
！武生商業高校・武生商工高校

フェンシング部

越前市

高校総体に向け！
！武生工業高校・武生商工高校

7/31〜 ボクシング部

越前市

鯖江市

うるしギャラリー

久右衛門

漆器

7/24〜
カフェ

越前市

カーム

cafe CALM

30 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操

11 35 ソラカラタンナン

7/31〜

40 サマンサのLet's SDGs ／ 50 懐かしの風景

evviva

カフェ・ワインバー

55 日替わり番組
SHAKE DANCE CENTER

0

25 会議所だより ／ 30 各市町行政番組
00 コロナビ ／ 05 みせばん
15 ようこそモデルハウスへ 〈7/31～ 福武線〉

1

00 たん９ ／ 30 ケーブルアカデミー

2

［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ
45 Jr.＋

00 まいどわいど［再］ 00 他局番組

3

45 社協だより

7/3 〜

エンジョイ丹南！山めぐり

日野山 ～中平吹コース～ 初夏の山をゆく
（後編）

7/24 〜

Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜

県中学校夏季総合競技大会
7/24～ 鯖丹地区大会
7/31～ 南越地区大会

中学生最後の大会となる夏の大会。鯖丹・南越の各地区
大会の模様をお送りします。輝く子供たちの勇姿を、ぜひ
ご覧ください！

00 おたっしゃ珍道中［再］

4

30 子育てTVハピクラ
00 震災復興特番 〈7/31～ 丹南見聞録〉

5

30 県中学校夏季総合競技大会
00 たん９ ／ 30 紙芝居で郷土を知る

6

［ジュニアプラス］／55 丹南キッズ
45 Jr.＋

00 かたいけの体操 ／ 05 みせばん

7 15 福武線〈7/31～ モデルハウス/持ち帰り店〉
25 会議所だより ／ 30 各市町行政番組
00 震災復興特番 〈7/31～ 丹南見聞録〉

8

30 県中学校夏季総合競技大会
00 たん9 ／ 30 ケーブルアカデミー

9

45 丹南のお店情報番組 みせばん
00 まいどわいど［再］ 00 他局番組

10

45 社協だより
00 SPACE SHOWER TV

11

30 各市町行政番組

〜
6

週替わりプログラム

28 持ち帰り たんなんのお店
30 県中学校夏季総合競技大会

0

鯖江市

エッヴィーヴァ

【091ch】QVC
【092ch】ショップチャンネル
【093ch】ジュエリー☆GSTV

ケーブルテレビで学ぼう！
サマンサのLet’s SDGs

「挑み続ける！自然栽培 NPO法人 ハートオブマインド」鯖江市
自然栽培で商品開発に挑む福祉事業所を紹介。
あなたも、Let’s SDGs！

ケーブルアカデミー 学びの時間「ポルトガル語を話してみよう」
ブラジルの公用語
「ポルトガル語」
の簡単なあいさつや文化などを、
楽しく紹介します。
（制作協力：越前市国際交流協会）

宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操

暮らしに役立つ情報
越前市情報ナビ

7/3〜 東京オリンピック出場選手にエール
7/17〜 生きものと共生するコウノトリが舞う里づくり
7/31〜 武生公会堂記念館企画展「視覚を超えて 八田豊 ― 90歳、さらなる挑戦」

さばえ ほっと情報！

7/10〜 みんなで！楽しく！健康づくり
7/24〜 今北山古墳群を見に行こう ～片上小学校～

越前町 いきいき情報局

6/26〜 若者移住促進プロジェクトチーム「ココクルー」からのお知らせ
7/10〜 社会を明るくする運動
7/24〜「みんなを元気に」
えちぜん共通商品券

● 武生商工会議所だより ● 社協だより
県内のまちづくりグループを紹介 E〜仲間たち!

提供：関西電力・日本原子力発電

番組情報は、
データ放送でもご覧いただけます。

3

インフォメーション 地域の催しと丹南ケーブルテレビからのお知らせ

※内容は変更になる場合がございます。
ご了承ください。
＊各会場ではマスクの着用にご協力ください。

マンドリンサマーコンサート2021

武生高校OB合唱団 第14回演奏会

林家たい平独演会

福井マンドリンクラブと越前市文化センターマンドリン

世界の民謡、団員思い出の合唱曲、震災詩を基にした

「笑点」
でお馴染みの落語家、
林家たい平さんの独演会。

教室が、
日頃の練習成果を発表します。その他ゲスト

合唱曲など、
たくさんの想いが詰まった演目で、歌声を

チケットは、
一般3,800円
（当日4,000円）
、
友の会会員

の出演も。チケットは一般500円、友の会会員 無料

披露します。入場無料（当日ロビーにて入場整理券

3,500円。
いまだて芸術館や武生楽市、
アル・プラザ鯖江

配布）。

などで販売。※全席指定

で販売。※全席自由

日時／7月11日
（日）14：00開演

日時／7月25日
（日）14：00開演

日時／7月3日
（土）14：00開演

場所／越前市文化センター

場所／越前市いまだて芸術館

（要整理券）。越前市文化センター、
いまだて芸術館

問合せ／いまだて芸術館 ☎0778-42-2700

場所／越前市文化センター
問合せ／越前市文化センター ☎0778-23-5057

新型コロナウイルス情報サイト「コロナビ」
文化センター寄席 上方落語会

くさもえかい

艸萌会小品展

最新のお知らせや県内の感染状況を毎日配信。

桂米朝一門から、宗助、歌之助、
そうば、弥っこ の4人

鯖江市のユーカルさばえで絵画を学ぶ「艸萌会」の

の落語家が出演。チケットは、一般1,500円、友の会

絵画展。会員と講師の油絵が展示されます。観覧無料。

会員1,300円、大学生以下500円。越前市文化セン

期間／７月６日
（火）
～11日
（日）

ター、
いまだて芸術館で販売。

10：00～17：00

※全席自由
（未就学児は入場不可）

※最終日16：00まで

日時／7月22日
（木・祝）14：00開演
問合せ／越前市文化センター ☎0778-23-5057

（越前町小曽原 越前陶芸村内）

●パソコン・スマートフォンから

福井県 コロナビ

場所／越前市文化センター

場所／だいこん舎 洗心亭

現状把握にぜひご活用ください！

問合せ／丹南ケーブルテレビ メディア戦略室
☎0778-51-0101

側（消費者）はなるべくそうやって作られた

環 境や 動 物を配 慮している会 社のものを

ものを選ぶようにするということです。

購入すると目標13、14、15につながります。

エシカルはかなり幅広く、分かりにくいと
思う人もいるかもしれませんが、
とても簡単で、
誰にでもできるSDGsの一つです。例えば、
フェアトレードなどの認証マークが付いて
いる商品を購入すること。マークの種類に

第2回

よって表していることが異なりますが、人や

番外編

環境を犠牲にして成り立つ商品ではないと
いう証です。エシカル消費を心掛け、認証

今回は、最近よく耳にする「エシカル」に
ついて。エシカルは「倫理的」
「道徳的」を

マークが付いている商品を選ぶことでSDGs
の達成につながります。

意味し、実はSDGsに深く関係しています。
SDGsの17ある目標のうち、多くはエシカル
に当てはまりますが、今 回は主に目標 1 2

「つくる側」も「つかう側」も責任を持って

「つくる責任 つかう責任」と「エシカル」の

行動しなくてはいけません。SDGsを達成する

関連性を紹介します。

には皆の力が必要なので、一人一人の行動
「つくる責任 つかう

がとても重要で、個人も企業もエシカルを

責任」とは、持続可能

意識するだけで世界は大きく変わります。

な方法で物を生産し、
責 任 を 持って 消 費

これからは、皆でエシカルな生活を送って
エシカル消費につながる認証マークの一部

いきましょうね！

するという目標。
つくる

そして、エシカル消費は目標12以外にも

側（生産･経営者）が

当てはまります。労働者に妥当な賃金を支

資源（人、環境）
を配慮しながら物を作り、つかう

川口サマンサ

払っている会社のものを購入すると目標10、

プロフィール

カナダ出身。2011年に来日。2013年から、
国連の友Asia-Pacificで活動したことをきっかけに鯖江市を知り、
2020年、
地域おこし協力隊
として鯖江市に移住。
さばえSDGs推進センターを拠点に、
SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
を中心に取り組んでいる。
●ブログ http://www.samanthainsabae.com

◀︎番組「サマンサのLet’s SDGs」については前ページへ
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丹南のお店情報番組

みせばん

バ

ー

リ

ガイド
vol.83

「みせばんガイド」
では、丹南のお店情報番組「みせばん」
で放送した

インターネットでも
「みせばん」
が見られる！

気になるお店をもう一度ご紹介していきます♪

ブ ー ト

BAR re:boot

アプレシオ 鯖江店

スリッパに履き替えるアットホームな雰囲気の隠れ家的カフェバー。
スクリーン
やWi-Fiが自由に使え、
家族の記念日などで貸切もできます。要望に応じて裏
メニューやコース料理にも対応。
おもてなしの心が光る居心地の良い空間です。

5万冊を超えるコミックを始め、
インターネット、
ダーツ、
ビリヤードなどを提供する
複合カフェ。最大7人で利用可のファミリールームや、最新設備のカラオケ
ルームも。
また、
飲食の持ち込みはOK！店内フードメニューも充実しています。
鯖江市柳町4-10-19
☎0778-52-9156
営 24時間
休 なし

教善寺
善久寺

●ソースカツ丼 700円
●ネギチキンレモンタレ 600円

神山小

※価格は税込

8号
国道

越前市広瀬町84-4
☎090-8968-6342
営 1 8:00～24:00
（L.O.23:30）
休 日曜日
（月曜が祝日の場合 日曜営業）

鯖江
IC
コンビニ

[利用料金]
●3時間パック 平日1,050円／土・日・祝日1,270円
●学割は20％OFF
（お会計時に学生証をご提示ください）
その他 お得なパックもあります

海鮮
アトム
吉野家

※価格は税込

E C T I O N〜
〜MOVIE SEL

鯖江アレックスシネマ

☎0778-54-7720

▲福井市

パチンコ
とんとんびょうし

鯖江市下河端町16-16-1

黒津川

イチオシネマ

〈情報提供〉

アル・プラザ鯖江敷地内

鯖江東部
ショッピング
モール

アル・
プラザ

ゲンキー
ローソン

8
鯖江
警察署

越前市▼

7/2

公開

劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち

【監督】浜名孝行 【声の出演】梶裕貴、雨宮天 他

世界を救う最凶の大罪人、再び集結！
人と人ならざる者の世界が分かたれていなかった古の時代を舞台に、大罪人
であり伝説の騎士団〈七つの大罪〉
の戦いを描いた大人気コミックの劇場版
2作目。原作・鈴木央の描き下ろしによる完全新作オリジナルストーリーで、TV
アニメから続く“最終章のその先”を描く。平穏が訪れたはずの地に突如、
妖精族
と巨人族の軍勢が押し寄せる。敵陣の先頭に立つのは、
かつて姿を消した
“二代目妖精王”ダリアと“巨人の名工”ダブズ。侵略者たちの目的は一体…？
©鈴木央／講談社
©鈴木央・講談社／2021「劇場版 七つの大罪 光に呪
われし者たち」製作委員会

7/16
公開

竜とそばかすの姫

【監督】
細田守 【声の出演】
中村佳穂、
成田凌 他

もうひとつの現実。
もうひとりの自分。
もう、ひとりじゃない。
自然豊かな高知の村に住む女子高生・すずは、
幼い頃に母を事故で亡くし、
父と
二人暮らし。歌うことが大好きだったが、
母の死をきっかけに歌えなくなっていた。
曲作りだけが生きる糧となっていたある日、
親友に誘われ、
超巨大インターネット
ユー
空間の仮想世界〈Ｕ〉
に参加することに。
「ベル」
と名付けた自分の分身では、
自然と歌うことができた。瞬く間に歌姫として世界中の人気者になったベル。
突如、轟音とともに竜の姿をした謎の存在が現れて…。

公開作品スケジュール
6/25㊎ ピーターラビット２

バーナバスの誘惑

6/25㊎ 夏への扉 ―キミのいる未来へ―
6/25㊎ それいけ！アンパンマン

ふわふわフワリーと雲の国

6/25㊎ 【午前十時の映画祭】
ロミオ＋ジュリエット

7/2㊎

ゴジラ vs コング

7/2㊎

劇場版 七つの大罪
光に呪われし者たち

7/8㊍

ブラック・ウィドウ

7/9㊎ 【午前十時の映画祭】
2001年宇宙の旅

7/16㊎ 竜とそばかすの姫
7/22㊍ セイバー＋ゼンカイジャー
スーパーヒーロー戦記

【午前十時の映画祭】

7/23㊎ シャイニング 北米公開版

〈デジタル・リマスター版〉

※急な変更・公開延期が発生する場合があります。
※詳しくは、
鯖江アレックスシネマまでお問い合わせください。

©2021 スタジオ地図
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プレゼント
に、
らすをご覧の皆さま
チャンネルガイドぷ
い♪
さ
だ
く
！ぜひご応募
プレゼントをご用意

1.

ハガキに、① 郵 便 番 号・住 所 ② 氏 名 ③ 電 話 番 号
④ご希望のプレゼント名を記載の上、ご応募ください。

応募資格

丹南ケーブルテレビサービスご加入者様

応募締切
宛

先

2021年7月31日
（土）必着
〒915-8588 丹南ケーブルテレビ
「7月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」
係

99%ウイルス除去！最短1分で除菌水が完成

@LIFE

水道水だけで作れる除菌スプレー e-3X

提供/QVC

[商品内容]本体、ボトルベース、
ACアダプター
[サ イズ]約 7.2×7.7×24.1cm
（ボトルベース：
約 8.2×8.3×3.8cm）
[重　　量]約190g
（ボトルベース：約70g）
[容　　量]1min 約80mL
3min 約160mL
5min 約240mL
[消費電力]12W

1

名様

2.

応募方法

バ

ー

リ

ブ ー ト

BAR re:boot ドリンク券1,100円分

提供/BAR re:boot

QVC 7月のオススメ

QVC20周年
Beyond GOLD
〈放送日〉22日

QVCのゴールドメダル級の
アイテムと呼べる人気商品
が勢揃い！注目度急上昇中
のブランドなどが次々と登場。

※放送内容・日程・タイトルは変更となる場合
がございます。
※画像はイメージです。

どの時間もお見逃しなく。

3.

鯖江アレックスシネマ 映画鑑賞券

提供/鯖江アレックスシネマ

5

12

名様

組

名様

◀お店情報は前ページへ
丹南CATVコミュニティチャンネルや、チャンネルガイド
（当誌含む）へのご意見・ご感想もぜひお寄せください。
※ご契約書に記載のご住所・お電話番号をお書きください。※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

写真や動画でお祝い ! ハッピーバースデイ

番組でお誕生日をお祝いします
写真または動画を添付して、
必要事項を明記の上、
メールまたはLINEでご応募ください。
【必要事項】
①お誕生日の方のフルネーム
（ふりがな）②送付者のお名前（続柄）
③紹介文 ④誕生日 ⑤住所 ⑥性別 ⑦電話番号

には
れた方
紹介さ ントも
ゼ
プレ
♪
あるよ

まいどわいど生放送でご紹介します
LINE

メール

メールアドレス

smiletv@t-catv.co.jp

番組の感想や最近の出来事など番組へのメッセージもお待ちしています。

6

毎週土曜日
午前10：00から生放送！
［再］
午後3：00／午後10：00

※画像はイメージです。

募集

7月生まれ

中

※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります。

丹南の山を巡って、
出会える生き物の違いや
多様性を感じて。
身近な丹南の山の魅力を紹介する番組
『エンジョイ丹南！山めぐり』に出演の松本園長にインタビュー！

じゅん

松本淳（55）
越前町立福井総合植物園プラントピア
の園長・博士
（理学）
。
生き物が好きで、
生物学の世界へ。茨城大学・広島大学
大学院出身、
変形菌類が専門。
定期的に
開かれる園内観察会では、
植物の生態に
ついて伝えている。

――番 組では、これまで10カ所の山を紹介しましたが、
いかがでしたか？
身近な山だから、
登山というよりはハイキング。
そんなに苦しい感じ
ではないですね。構える必要もなく、登山道もしっかりしていて、
という印象でした。
中には、
あまり聞いた
『みんなが遊びに行く山』
ことない山もあったし、私も
何回か行ったことがある山
もあって。驚いたのは、
それ
ぞれの山に親しみを持って
関わっている人が結構いる
んだなと。

――一緒に登った、地元の人たちですね。

――いろいろな景色を楽しむことができるんですね。
ぜひ、
丹南の山を巡って、
出会える生き物の多様性を感じてほしい
です。そういうことは住んでいる人にとっては当たり前すぎて、
なかなか気付けないですから。
コロナ禍が落ち着いたら、
太平洋側
の山にも行ってみるといいと思います。見える景色が全く違う
ので。
じっくり登って、
山の魅力を確かめてみてください。

――最 近、プラントピアのYouTubeチャンネルを
開設されたとか!？
Googleマップのストリートビューで植物園内が見られるように
福井高専と一緒に取り組みを始めたのが、そもそものきっかけ
です。植物を映像で残す、いわゆるデジタルアーカイブですね。
360度カメラで記録すれば、
その日、
その場所、
その時間にどんな

番組には丹南の山登りのボスみたいな人が出てくるのかなと思って

植物が咲いていたのかが分かる。季節を超えて、
リアルタイムと

いたんです（笑）でも、そうじゃなくて。毎回違う人との出会いが

記録の結び付けができるんです。
そういったことが今後、
当たり前に

ありました。
どの山にも、
その山を大事にしている人々がいる。今、

なってくると思うんですよね。その一環で、植物園内の紹介動画

里山が放置され、人が入れ

を配信しています。

なくなっている所 もある
ので、希望ですよね。山と人
との関わりがある、それが
丹南の山の素晴らしいところ
だと思います。

――丹南の山には、どんな特徴がありますか？

――どんな内容になっていますか？
見ごろを迎えた植物の解説です。
それに今は、
新型コロナの影響で、
気軽に植物園に来られない人も
いると思うので、家でも植 物を
楽しんでもらいたいです。

陸と海が一望できる山があること。例えば、鯖江市の文殊山とか。
また、
日本の真ん中、北と南の境目にある地域なので、特に山地や
海岸などには、独特の植物が見られます。同じ生き物でも、色や
模様などにさまざまな違いがありますよ。

 本園長が解説
松
YouTubeチャンネル

ココから
アクセス！

植物園のイベントなどの最新情報

越前町 プラントピア
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