
地域に暮らしに役立つ番組がいっぱい !地域に暮らしに役立つ番組がいっぱい !

チャンネルガイドぷらす

放毎日 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30

スクールキッチン
おうちでかんたん！学校給食
スクールキッチン
おうちでかんたん！学校給食

放毎日 午前9：00、午後2：00
　　 午後6：00、午後9：00、午後11：00

ニュース＆トピックス 

たん9

越前市の学校給食で提供しているメニューの作り方を学校調理員の皆さんが紹介します。
越前市教育委員会、丹南ケーブルテレビ共同企画

丹南の話題、お届けしま
す！

気象について詳しく
「村田光広気象予報士の季節を感じて」 生きがいづくりを応援 「岡井環の趣味道」警察署から暮らしの安心・安全情報

［協力］越前警察署［協力］越前警察署

親子で挑戦！親子で挑戦！

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。

6
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091chたんなんスマイルTV 丹南CATVのコミュニティチャンネル
地域の話題はコチラ！

6/6〜19
土：#10 駅弁、パワースポット
日：#11 ストレイトニュース、お祭り
月：#12 ローカル線、マリンスポーツ
火：#13 匠の技、朝市
水：#14 露天風呂、民芸品・焼物・着物
木：#15 郷土玩具、銘菓
金：#16 移住ライフ 

暮らしに役立つ情報

● 武生商工会議所だより　● 社協だより

越前市情報ナビ
5/23〜 心と心をつなぐ「手話」
6/6〜   おうちで簡単クッキング
6/20〜 おいしく楽しく健康生活〜減塩・運動〜

さばえ ほっと情報！
5/16〜 新型コロナウイルス感染症対策について
5/30〜 家でもできるフレイル予防！
6/13〜 給付金等での詐欺にご注意！

越前町 いきいき情報局 5/30〜 フレイルを予防しよう 自宅でできる簡単体操！
6/20〜 家庭で聴ける防災無線 〜戸別受信機のお知らせ〜

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

自然や生活のなかに生息する多種多様な植物。その
生態に着目すると思いもよらない不思議が詰まって
います。福井総合植物園プラントピアの松本淳園長が
子供たちにもわかりやすく植物の魅力、楽しみ方を
紹介します。

松本園長の植物図鑑 〜植物の不思議な世界〜
（6/6〜 パート①、6/20〜 パート②）

越前市白山地区にオープンした「ラテンアメリカ民衆
陶芸ミニミュージアム」へ。陶芸家・岩国英子さんが
収集した中南米のユニークなやきものをご紹介します。
田吾作さんから一言「おもっしぇんやわ～、みとくれ
のお～！」。

〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中
田吾作 ラテンに目がテン

3 3

！ の巻  （6/13〜 その①、6/27〜 その②）  越前市

新型コロナウイルス感染症拡大防止策に

より、番組編成を変更させていただいてお

ります。内容に関しましても、今後の状況に

より変更の場合があります。ご了承ください。

お 知 ら せ

懐かしの風景
 毎日 午前8：25、午後7：05 ほか

今に残る丹南地域の古
写真を、現在の同じ場
所の風景と重ね合わせ
るようにご紹介。商店街

などの街並み、お寺・学校などの建造物など、先人
が築いてきた地域文化を見つめ直しませんか？

知ろう・学ぼう ふるさとの宝

丹南歴史探訪  
シリーズ「丹南偉人伝」を中心に放送。すばらしい
偉業を成し遂げた丹南ゆかりの人々をご紹介
します。 （2016年制作）

合田道人のこしの都 神社の謎
神社への造詣が深い歌手の合田道人さんが
丹南地域の神社を巡り、知られざる魅力を発信
します。 （2019年制作）

6/20〜7/3
土：#17 地元で人気のアレ!
日：#18 日本の夏風景
月：#19 スーパーキッズ、GOTOUCHIアイドル 
火：#20 お漬物、銘酒 
水：#21 パワースポット 
木：#22 激辛・激盛料理
金：#23 行列のできる〇〇

い
い
ね
!
に
っ
ぽ
ん

ソラカラタンナン
 毎日 午前8：20、午後7：00 ほか

丹南の街並みを空撮で紹介。普段なかなか見る
ことができない眺望をご覧ください。

キッズダンスチャレンジ
 毎週（土・日） 午後1：52、午後4：52、午後10：52

［協力］ みんなのスタジオ HAPPINESS

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！

 生  毎週(土) 午前10：00  再  午後1：00、午後4：00

福武線に乗って
 毎日 午前8：10 ほか

福井鉄道福武線の車窓
から見える、のどかな風
景をお楽しみください。 

［協力］ 福井鉄道株式会社

スクールキッチン
おうちでかんたん！学校給食

 毎日 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30

6/6〜 国高小学校 牛肉とじゃがいものカレー炒め
味真野小学校 鶏から揚げのレモン煮

6/13〜 坂口小学校 切り干し大根ともやしの磯香和え
武生南小学校 鶏肉のオーロラソース和え

6/20〜 吉野小学校 麻婆じゃがいも
岡本小学校 切り干し大根のナポリタン

6/27〜 北新庄小学校 チャプチェ(韓国風炒め物)
武生東小学校 米粉のクリームシチュー

越前市で提供している
学校給食のレシピを
学校調理員の皆さん
が紹介します。

ニュース&トピックス たん9

丹南の「今」がわかる!地域情報番組
 毎日 午前9：00、午後6：00、午後9：00 ほか
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6月自主制作番組
毎週土曜日
一斉更新  

 番組情報は、データ放送でもご覧いただけます。

○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。

土曜日【 更 新 】 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

7
00 交通情報ライブカメラ

710 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜4週目〉福武線に乗って ／ 20 フレー！フレー！たんなんのお店

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

8
00 おうちで健康たいそう ／ 10 福武線に乗って ／ 20 ソラカラタンナン ／ 25 懐かしの風景

8
30 子育てTVハピクラ

9
00 ニュース＆トピックス たん9

930 スクールキッチン おうちで簡単！学校給食

45 〈1・3週目〉松本園長の植物図鑑　〈2・4週目〉おたっしゃ珍道中

10

00 まいどわいど
 生放送

00 趣味でいきいき 囲碁・将棋に挑戦　制作：囲碁・将棋チャンネル

1030 お天気 ／ 45 福武線

55 懐かしの風景

11 00 いいね！にっぽん 11

0
00 ソラカラ ／ 05 風景

010 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜4週目〉福武線に乗って ／ 20 フレー！フレー！たんなんのお店

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

1

00 まいどわいど
 生放送【再】

00 ザ・メイキング

130 おうちで健康たいそう ／ 40 お天気 30  福井CATV 30  RCN 30  チャンネルO 30  県外CATV 30  福井CATV

45 社協だより ／ 52 キッズダンスチャレンジ

2
00 ニュース＆トピックス たん9

230 スクールキッチン おうちで簡単！学校給食

45 〈1・3週目〉松本園長の植物図鑑　〈2・4週目〉おたっしゃ珍道中

3 00  知ろう・学ぼう ふるさとの宝 
丹南歴史探訪／合田道人のこしの都 神社の謎 3

4

00 まいどわいど
 生放送【再】

00 子育てTVハピクラ

430 おうちで健康たいそう ／ 40 お天気 30  RCN 30  チャンネルO 30  県外CATV 30  福井CATV 30  RCN

45 社協だより ／ 52 キッズダンスチャレンジ

5 00 いいね！にっぽん 5

6
00 ニュース＆トピックス たん9

630 スクールキッチン おうちで簡単！学校給食

45 〈1・3週目〉松本園長の植物図鑑　〈2・4週目〉おたっしゃ珍道中

7

00 ソラカラタンナン ／ 05 懐かしの風景

7
10 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜4週目〉福武線に乗って

20 フレー！フレー！たんなんのお店

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

8 00  知ろう・学ぼう ふるさとの宝 
丹南歴史探訪／合田道人のこしの都 神社の謎 8

9
00 ニュース＆トピックス たん9

930 スクールキッチン おうちで簡単！学校給食

45 〈1・3週目〉松本園長の植物図鑑　〈2・4週目〉おたっしゃ珍道中

10
00 福井駅前寄席「きたまえ亭」

10
45 社協だより ／ 52 キッズダンスチャレンジ 45 福武線に乗って ／ 55 懐かしの風景

11
00 ニュース＆トピックス たん9

1130 越前市／42 番宣 30 SPACE 
 SHOWER TV

30 越前市／42 番宣 30 SPACE SHOWER TV  ミュージックビデオセレクション

45 鯖江市／55 越前町 45 鯖江市／55 越前町

0

〜

6

【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/

0

〜

6

Tannan Smile TV Guide

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。

6月6日からの番組表です。

室谷由紀の
入門講座

「 将棋入門13の 
マナーとポイント」 
＃1〜13

青葉かおりの
囲碁初級講座

「 布石で無敵！」 
＃1〜13

及川拓馬の
初級講座

「 主役は銀!! 
中終盤の戦い方」 
＃1〜13

大沢奈留美の
囲碁初級講座

「 序盤の基本思考法」 
＃1〜13

金井恒太の
初級講座

「 追いかけない終盤術 
詰めろと必至」 
＃1〜13

鈴木歩の
囲碁初級講座

「 初めて覚える定石」
＃1〜13
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1.
2.
3.

リモコンのdボタンでデータ放送画面を表示。
データ放送画面で、黄色ボタンを押す。
福井新聞で掲載された情報の一部が、
地域別で表示されます。

越前市・鯖江市・越前町 091chたんなんスマイルTV
データ放送でおくやみ情報が
確認できます。

連携：

通夜、葬儀の日程など詳しくは、
福井新聞や福井新聞fast、福井新聞mobileでご確認ください。

丹南ケーブルテレビでは、近
年多発する犯罪からお子様
自身が身を守り、未然に防ぐ
方法を学ぶ防犯講座を実施
しております。
※小学校低学年対象

けーぶるんと

いっしょに

防犯について

学ぼう!!

①右のQRコードを携帯で読み込み、空メールを送信してください。
②仮登録メール受信後、文中のURLをクリックしてください。
③本登録完了メールを受信したら、登録手続き終了です。

丹南ケーブルテレビのライフ
ラインメールサービスは、丹南
地域の災害時・緊急時などに、
メールでその情報を配信する、
登録費・年会費無料のサービス
です。登録費・年会費無料

前年度の様子

みんな熱心に
お勉強できたね♪

インフォメーション   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。

丹南ご当地ソング CD好評発売中！

越前武生の夕暮れは C/W 扶余恋歌
野路由紀子  1,200円（税別）

越前市出身・野路由紀子さんがふるさと武生を歌う「越前
武生の夕暮れは」。作曲は「こしの都 神社の謎」でおな
じみの合田道人さんが手掛け、自然と口ずさんでしまう親
しみあるメロディーとなっています。“総社”や“蔵の辻”など、
おなじみの場所が登場し、武生の魅力を再発見できる曲
です。またカップリング曲「扶余恋歌」は丹南地域の伝統
産業のもととなった渡来文化が育まれた地、韓国・百済の
最後の都“扶余”をモチーフとしたものです。

「こしの都 ふるさとの宝箱」に出演のシンガーソング
ライター・白井貴子さんが丹南地域の伝統文化をイメージ
し制作した曲です。ゆったりとした美しい旋律にのせて
白井さんがこの地に寄せたメッセージを歌い上げています。
カップリングには越前市武生南小学校「虹の輪合唱団」
とのコラボバージョンを収録。越前和紙で作ったパッ
ケージも注目です！

愛の花を咲かそう
白井貴子  

1,500円（税込）

問合せ／丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム
 ☎0778-21-5040

地域に笑顔をお届けする「たんなんスマイルTV（9ch）」
自主制作番組では、皆さんからの取材情報、出演して
いただける団体を大募集。くらしに役立つ情報を発信
する「たんなんライフTV（12ch）」では、「気象情報」に
加え、「交通カメラ」「地域へのお知らせ」などの地域情報
をお送りしています。データ放送も追加され、県内ラジオ
も聴けます。

問合せ／ 丹南ケーブルテレビ 番組制作チーム 
☎0778-51-0101 
*smiletv@t-catv.co.jp

丹南ケーブルテレビ
コミュニティチャンネルで情報発信中！

丹南ケーブルテレビでは、地域のメディアとして丹南の
歴史・文化を大切にし、また地域の宝として後世に受け
継いでいくために、皆さんのお手元で保存・保管されて
いる「昔の風景写真」を募集しています。詳しくはお問い
合わせください。

問合せ／丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム
 ☎0778-21-5040

たんなんスマイルTVプロジェクト
伝えたい…丹南の景色 今に残る昔の写真を募集

092ch  市議会放送のお知らせ

■令和2年6月 越前市議会定例会
【生放送】 6月11日（木） 午前10時～昼12時
【再放送】 6月12日（金） 午後6時～

【生放送】 6月16日（火） 午前10時～午後5時
【再放送】 6月22日（月） 午後6時～

【生放送】 6月17日（水） 午前10時～午後5時
【再放送】 6月23日（火） 午後6時～

【生放送】 7月1日（水）   午後2時～午後5時
【再放送】 7月2日（木）   午後6時～

■第424回鯖江市議会定例会
【生放送】 5月27日（水） 午前10時～昼12時
【再放送】 5月28日（木） 午後6時～

【生放送】 6月5日（金）   午前10時～午後5時
【再放送】 6月9日（火）   午後6時～

【生放送】 6月17日（水） 午前10時～午後5時
【再放送】 6月19日（金） 午後6時～

※ 6月17日（水）は、議会の日程が重なるため、越前市は
092ch、鯖江市は093chで生放送。

※議会の進行上、日時の変更が生じる場合があります。

「3年目の浮気」でおなじみ、
元ヒロシ＆キーボーの黒沢
博さんが、歌やトークで地域
の皆さんの笑顔を応援する
番組。新企画として、博さん
が皆さんのところへ出向き、
リクエスト曲のプレゼントや楽しいトークで元気をお届け
します。家族へのサプライズやお祝いで来てほしい！と
いう方などを大募集。必要事項を記入の上、ハガキまた
はメールでお送りください。

●必要事項  ①お名前 ②性別 ③年齢 ④ご住所  
⑤電話番号 ⑥リクエスト曲  
⑦ 出張してほしい理由、 

博さんへのメッセージ など

宛先／ 〒916-0026 
鯖江市本町2丁目2-16 地域交流センター2F 
丹南ケーブルテレビ 番組制作チーム 
*smiletv@t-catv.co.jp

あなたに会いに行きます！
「出張 黒沢博の歌チカラ♪」
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.70

たんなんスマイルTVで放送中の丹南のお店情報番組「みせばん」。
「みせばんガイド」では、気になるお店をもう一度ご紹介していきます♪

▲福井市

越前市▼

とんとんびょうし 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 鯖江
警察署

黒
津
川

パチンコ

8

I
インサイド

nside h
ハー

er h
ヘッド

ead

林病院

越前市役所

うおとめ

JR
武
生

ア
ル・プ
ラ
ザ

福井銀行

 「インサイドハーヘッド」は大人の女性のためのセレクトショップ。シルエットに
こだわり、天然素材を中心とした上質で心地よい洋服、小物やアクセサリーが
並びます。個性的で遊び心をくすぐるコーディネートをご提案します。

越前市府中2丁目2-23 Sビル1F北
☎0778-22-6760
営 11：00～19：00
休 水曜日、第1・3日曜日

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

G
がった

ATTA N
ね〜ら

ERA

神
明

鳥羽小Aコープ
福
井
鉄
道
福
武
線

　地場産を中心に、全国の旬の食材を使ったおいしいイタリアンが食べられる
「がった・ね～ら」。テークアウトも力を入れ、お惣菜、洋風・イタリアンの前菜や
サラダなど、食卓にレストランの彩りを添えてくれる、充実の品揃えです。

鯖江市幸町2丁目505-2
☎0778-53-1151
営［昼］11：00～15：00
　［夜］17：00～20：00
休 月曜日

●前菜の盛り合わせ 1,800円　●pizzaシチリアーナ 1,620円
●生ハムサラダ 880円　●ホエー豚のミラノ風カツレツ 880円　
●パスタやリゾット各種のテークアウトは店内表示価格より15％引き。

●SNSで最新コーディネートを発信中。
●ホームページではネット通販も可能です。
　https://herhead.buyshop.jp/

ご自慢のペットを番組内で紹介してみませんか？
紹介された方には1,000円分の商品券をプレゼント！

思わず笑顔になるペットの動画・写真を大募集！

我が家のペットご自慢大賞

番組制作チームの
友達登録は
こちらから！

メール LINE

メールまたはLINEで動画や写真を添付、①ペットの種類・
お名前②飼い主様のお名前③住所④電話番号⑤エピソード
やPR文を明記してご応募ください。

生 毎週（土） 午前10：00 ［再］午後1：00、午後4：00

応募方法

ふうあちゃん
天気が良かったので散歩に行ってきました！
散歩の途中に撮った写真です。

送っていただいた一部をご紹介

まいどわいど生放送のFacebookページでも紹介します！

鯖江アレックスシネマ

☎0778-54-7720
鯖江市下河端町16-16-1 アル・プラザ鯖江敷地内

※価格は税込
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次回は、 〈ラジオ体操第2の最後の運動〉 深呼吸の運動 です。正しいラジオ体操を学んで楽しく元気にからだを動かしましょう！

宮本真由美さん講師   丹南ケーブルテレビ健康事業アドバイザー（2018年4月より）

全国ラジオ体操連盟一級指導士、パワーウォーキング指導員など所有資格多数。2012年県内初の
ラジオ体操一級指導士の資格を取得した第一人者。また同年12月にはモスクワ五輪50km競歩金
メダリストであるハートヴィッヒ・ガウダー氏考案のパワーウォーキング指導員の資格も取得。ラジオ体
操とパワーウォーキングの相乗効果を引き出した、満足度の高い指導であると好評を得ている。

ラジオ体操の間、自分のペースで「鼻から息を吸って口から吐く」を繰り返してください。

レッツ！ラジオ体操
丹南ケーブルテレビ健康促進プロジェクト編

腕を振ってあしをまげのばす運動12ラジオ体操
第2

はじめの
姿勢

腕を前から横へ直角に振り、かかとをおろして
あげるところがこの運動のコツです。整理運動
の役割をし、呼吸を整えます。

ここが
ポイント!

腕を前から振りおろし
横に振りながら、あしのまげのばし（1）

横から振りおろして前に振りながら
かかとをおろしてあげる（２）

おわりは腕を
からだの横に

2呼間×8回
（16呼間）

かかと同士は
離さないように

腕はしっかりあげる

お問い合わせ/丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム ☎0778-21-5040

おわりの
姿勢

❶ ❷

丹南CATVコミュニティチャンネルへのご感想もぜひお寄せください。

丹南ケーブルテレビマスコットキャラクター・けーぶるんの
新グッズ、キッズ用Tシャツを計３名様にプレゼント。
※色は水色・ピンク・黒の３色。１名様につき1枚。
※サイズは130cmのみです。※ご希望の色を必ずご記入ください。

大人の女性のためのセレクトショップ「Inside her head」
より、お買物券2,000円分を2名様にプレゼント。
※10,000円以上お買い上げの際にご利用いただけます。

2名様

提供/Inside her head

I
インサイド
nside h

ハー
er h

ヘッド
ead お買物券2,000円分1. けーぶるん キッズ用Tシャツ（130cm）2.

応募方法  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  2020年6月30日（火） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「6月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係

丹南ケーブルテレビサービスご加入者様に

プレゼントをご用意！ぜひご応募ください♪

プレゼント

※ご応募は丹南ケーブルテレビサービスご加入者様に限ります。ご契約書に記載のご住所・お電話番号をお書きください。
※ご応募いただいた皆さまの個人情報は利用目的以外には使用いたしません。※当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。

計3名様
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　丹南ケーブルテレビ健康生活事業で実施しているパワーウォーキング
の考案者で、モスクワ五輪50km競歩金メダリストのハートヴィッヒ･
ガウダーさん（ドイツ）が4月22日、心臓発作で逝去されました。65歳でした。

　現役引退後、原因不明の感染による急性心臓病を発症し、心臓移植を
伴う長い闘病生活を経て、ニューヨークシティマラソン完走や富士山登頂
を成し遂げるまでに回復。そのリハビリの過程で考案したのが「パワー
ウォーキング」で、世界各国で普及活動に力を注いできました。
　来日した際には、数回にわたって丹南地域にも足を運ばれ、丹南ケー
ブルテレビが中心となって実施した健康生活事業での講演やパワー
ウォーキング指導などを通して、正しく歩くことの大切さと健康でいられる
ことの喜びを市民に伝えてくださいました。
　丹南ケーブルテレビでは、ガウダーさんの言葉「皆が健康の金メダリス
トに！」を目標に、これからもパワーウォーキングを通した健康づくりへの
取り組みを推進してまいります。

　ガウダーさんのご冥福を心からお祈りいたします。

丹南ケーブルテレビ健康生活事業で活躍
パワーウォーキング考案者 ハートヴィッヒ･ガウダーさん逝去

パワーウォーキングセミナー in さばえ（2011年） パワーウォーキングセミナー in しらやま（2017年）

丹南ケーブルテレビで製作した劇場公開映画3作品のDVDおよびブルーレイディスクの貸し出しを行っています。
今一度、皆さんで映画を通して丹南地域を見つめ直してみませんか？

DVD/ブルーレイディスク無料貸し出し中！

☎21-5040

■

■
■

貸し出しは地域公共団体、各種教育機関、越前市・
鯖江市・越前町の企業・団体に限らせていただきます。
ディスクは、DVDもしくはBlu-rayとなります。
映画の上映およびディスクの取り扱いについては、
下記の行為を禁止します。
①営利を目的として上映すること。
②丹南CATVの許可なく他へ貸し出すこと。
③映画の内容を変えること。
④全部又は一部を複製すること。

丹南ケーブルテレビ
地域貢献企画チーム

ＨＡＰＰＹ！
メディアな人々。

94分/2012年9月

出演/
渡辺裕之、竹内晶子

出演/
石倉三郎、キム・コッピ

出演/
南沢奈央、紘毅

映画の各所に“丹南のいいところ”満載！

つむぐもの

109分/2016年3月

越前市・越前和紙が舞台！

82分/2016年7月

ＨＡＮＡ～ひとつ。

舞台のひとつが河和田地区と越前漆器！

※個人での鑑賞は不可
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ｄボタンを押してデータ放送を表示してから
選択してください。
●NHKラジオ第１　●FM福井　●FBCワイドFM

県内のラジオが聴ける

お問い合わせ　丹南ケーブルテレビ TEL.0778-51-0101

新たに地域の情報が追加！！

気象情報 交通カメラ 地域へのお知らせ
24時間放送

データ放
送も

追加！

d

データ放送画面

ウェザーTVからライフTVへ！毎日の生活に便利な情報をお届けします。

持ち帰りや宅配メニューのあるお店を
「たんなんライフTV」（12ch）でご紹介！

検索丹南ケーブルテレビお申し込みは

通勤･通学前に！
ちょっと気になる
空模様のときに！

《丹南ケーブルテレビ さばえスタジオ》
〒916-0026 鯖江市本町2丁目2-16 地域交流センター2F

●番組に関するお問い合わせ　●取材・収録依頼　●各番組への情報提供　●番組に出演希望の方

番組制作
チーム

2020年5月25日発行 
発行所：丹南ケーブルテレビ㈱ 〒915-8588  福井県越前市塚町101 武生商工会館2F ☎︎0778-21-5040

☎ 0778-51-0101 FAX 0778-51-0107
 smiletv@t-catv.co.jp

丹南ケーブルテレビＨＰの
メール投稿フォームからも

お問い合わせできます。

コミュニティチャンネルに関するお問い合わせ

チャンネルガイドぷらす 6月号


