このコーナーでは、主に電源地域の地域活性化に向けたソフト事業の話題を取り
上げています。今回は秋田県五城目町、新潟県刈羽村、福井県敦賀市、佐賀県玄海町
の取り組みを紹介します。
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あり︑高齢化率全国１位の秋田

分ほど北上したところに
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柑橘系のアロマと爽快な味わいが特徴の
「東浦みかんのビール」

が︑返礼の品々としてより一層
敦賀で語り継がれる
『リンゴの少年』の
逸話にまつわるお菓子

