
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

10月は10月は24日！24日！
生午前10：00  

［再］午後1：00、午後4：00

月に一度のコラボ企画

見とくれのぉ～

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。

放 10月1日（木） 午前10：00～11：00

越前市制施行15周年記念式典越前市制施行15周年記念式典生放送

番組コーディネーター

10
Oct.  2020

１０周年記念！ 田吾作 お客様センターへGO！ の巻
放 10月17日（土）～23日（金） 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30



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！

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

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！

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

10/3〜 草の実保育園① 鯖江市

10/10〜 草の実保育園② 鯖江市

10/17〜 草の実保育園③ 鯖江市

10/24〜 たんぽぽ保育園① 越前市

10/31〜 たんぽぽ保育園② 越前市

幼稚園・保育園の元気キッズに将来の夢をインタビュー！

子供たちの知りたいを応援
ケーシー先生の
ゆかいな英会話

［協力］ U.F.O.アカデミー

さまざまな場面で使うことができる簡単な英会話を
楽しく紹介するよ！

Jr.+［ジュニアプラス］
丹南地域の子供たちのがんばる姿をお届け。部活動や
スポーツ少年団の活動を中心にご紹介します。

10/3〜 鯖江中学校 文化祭 鯖江市

10/10〜
熱中!スポーツキッズ
少林寺拳法
織田スポーツ少年団 越前町

10/17〜
熱中!スポーツキッズ
武生南女子バレーボール
スポーツ少年団 越前市

10/24〜 越前中学校 体育祭 越前町

10/31〜
熱中!スポーツキッズ
軟式野球チーム
国高ビクトリーボーイズ 越前市

第3週
10/17〜

〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 
１０周年記念！田吾作 お客様センターへGO！ の巻　  

丹南ケーブルテレビお客様センターがオープンし、１０周年を迎
えました！そこで田吾作さんが、地域の皆様へ感謝を込め実施
するさまざまな企画をご紹介します。お得な情報満載ですよ。
見とくれのお～！

第4週
10/24〜

合田道人のこしの都 神社の謎
回想編 〜越前市のお社を振り返る①〜　 越前市

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する番組。今回は総集編として
合田さんが巡った越前市のお社を振り返ります。

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

暮らしに役立つ情報

越前市情報ナビ 10/10〜 越前市制施行15周年記念 ふるさとえちぜんの魅力再発見
10/24〜 ツキノワグマから身をまもるために

地域の“明日”を考える 丹南見聞録
報道の第一線で活躍してきた土山彌一郎氏と橋詰武宏氏、四戸友也氏が取材を通して地域を読み解く番組。
地域に根ざしたテーマのもとゲストを迎え、丹南の明日を考えます。

● 武生商工会議所だより　● 社協だより

さばえ ほっと情報！
10/3〜   始まります！国勢調査
10/17〜 福井鉄道福武線 安全な利用について
10/31〜 立藩300年記念 鯖江藩ゆかりの地をめぐる

越前町 いきいき情報局
9/26〜   地域で作ろう！防災マップ
10/10〜 越前町役場新庁舎について（前編）
10/24〜 越前町役場新庁舎について（後編）

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

けーぶるにっぽん  彩・JAPAN
10/31（土）〜11/3（火）   「岡山万成石神秘とロマン満ちる桜色」     制作局／岡山ネットワーク

11/4（水）〜11/6（金）     「山梨・甲府武田の赤備え五百年続く信玄の色」  制作局／伊万里ケーブルテレビジョン

第1・2週
10/3〜 特別番組  笑顔応援プロジェクト  Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜

新型コロナウイルスの影響でイベント、大会が中止となるなか、 
吹奏楽部の3年生の集大成の場として開かれた演奏会の模様
をお送りします。輝く子供たちのステージをぜひご覧ください。

 10/３（土）～10/5（月）　  午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30
　 10/6（火）  　　　　　　 午前9：30、午後2：30
　 収録 ９/２０ いまだて芸術館（越前市）

南越中学校

 10/6（火）  　　　　　　 午後6：30、午後9：30
　 10/7（水）～10/9（金）　  午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30
　 収録 ９/21 越前陶芸村文化交流会館（越前町）

鯖江中学校

 10/10（土）～10/12（月） 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30
　 10/13（火）　　　　   　  午前9：30、午後2：30
　 収録 ９/21 嚮陽会館（鯖江市）

東陽中学校

 10/13（火）　　　　   　  午後6：30、午後9：30
　 10/14（水）～10/16（金） 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30
　 収録 ９/22 ハーモニーホール福井（福井市）

中央中学校

週替わりプログラム
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10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。

●�10月1日（木）�午前10:00～11:00は、「越前市制施行15周年記念式典」を生放送。
●10月4日（日）�午後9:00は、報道特別番組「鯖江市長選挙�開票速報�～あわせて市政を考える～」を生放送。
●1・3・5週目�午後0:10、2・4週目�午後7:10は、「ようこそモデルハウスへ�ハウジングサービス�木のひらや」を放送。
○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 ／ 15 〈1週目〉E〜仲間たち！ 〈2〜5週目〉インフォメーション

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

8
00  〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

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 週替わりプログラム  〈1・2週目〉笑顔応援プロジェクト  Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜　〈3週目〉おたっしゃ珍道中
 〈4週目〉合田道人のこしの都 神社の謎　〈5週目〉けーぶるにっぽん 彩・JAPAN

10

00 まいどわいど
 生放送

00 福井CATV 00 RCN 00 チャンネルO 00 県外CATV 00 福井CATV 00 RCN

10
30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN 30 チャンネルO

45 交通情報ライブカメラ

11
00 エンジョイ丹南！山めぐり（再）

1130 交通情報ライブカメラ

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

0
00 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 ようこそモデルハウスへ  〈2・4週目〉懐かしの風景 ／ 15 E〜仲間たち！ 〈2〜5週目〉インフォメーション

0
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 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

130 スクールキッチン 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV

45 社協だより ／ 55 ソラカラタンナン

2
00 ニュース＆トピックス たん9

2
30 週替わりプログラム

3 00 知ろう・学ぼう ふるさとの宝 シリーズ「丹南歴史探訪」（再） 3

4
00 まいどわいど
 生放送【再】

00 子育てTVハピクラ

430 スクールキッチン 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 ／ 55 ソラカラタンナン

5
00 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

530 ケーシー先生のゆかいな英会話

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

6
00 ニュース＆トピックス たん9

6
30 週替わりプログラム

7
00 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 ようこそモデルハウスへ  〈1・3・5週目〉懐かしの風景 ／ 15 E〜仲間たち！ 〈2〜5週目〉インフォメーション

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

8
00 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

830 スクールキッチン

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

9
00 ニュース＆トピックス たん9

9
30 週替わりプログラム

10

00 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 懐かしの風景

10
15 社協だより 15 交通情報ライブカメラ

25 ソラカラタンナン

30 チャンネルO 30 県外CATV 30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN

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

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。

Tannan Smile TV Guide 10月3日からの番組表です。
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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。

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

d
データ放送画面

毎日の生活に便利な情報をお届けします。

新たに地域の情報が追加！！

通勤･通学前に！
ちょっと気になる空模様のときに！

お問い合わせ　丹南ケーブルテレビ TEL.0778-51-0101

気象情報
交通カメラ

地域へのお知らせ

24時間放送

県内のラジオが聴けるデータ放送も
追加！

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

日常生活で使われる食器「湯のみ」にスポットを当て
た企画展。来客用の湯のみや、コレクターが収集した
こだわりの湯のみ、池上遼一さん・いわさきちひろさん・�
かこさとしさんといった福井県ゆかりの人々の湯のみなど
１２４点が展示されます。
一般８００円、高校生以下・７０歳以上３００円。

期間／�１０月１日（木）〜１２月１３日（日）�
�９：00〜17：00（最終入館�16：３０まで）�
�※�休館日�月曜日（祝日を除く）、11月4日、24日

場所／福井県陶芸館�2階企画展示室（越前町小曽原）
問合せ／福井県陶芸館�☎0778-３２-３２６２

わたしの湯のみ展

「在宅医療」をテーマに、大きな反響を呼んだテレビドキュメ
ンタリーを映画化。患者と家族に寄り添う医師と在宅医療
チームに密着した命の現場の記録です。チケットは、越前
市文化センター、越前市いまだて芸術館でお求めください。�
一般１，０００円、友の会８００円、大学生以下５００円。
※全席自由・各回限定３００席

日時／�１０月３日（土）�10：00、14：00、19：00
場所／越前市文化センター�大ホール
問合せ／越前市文化センター�☎０778-２３-５０５７

映画上映会「人生をしまう時
と き

間」

「大江戸五人男」「銭形平次捕物控からくり屋敷」
「旗本退屈男」「赤穂浪士」の４作品を上映。チケッ
トは越前市文化センター、武生楽市、アル・プラザ鯖
江など、プレイガイドで発売中です。１作品５００円、�
通し券１，０００円（当日1,200円）。

日時／１０月１５日（木）�９：00〜
場所／いまだて芸術館（越前市粟田部町）
問合せ／いまだて芸術館�☎0778-４２-２７００

上映会 懐かしの日本映画

桂米朝一門から「桂千朝・桂雀喜・桂ちょうば・桂弥
太郎」の４人が出演します。チケットは、越前市文化
センターや越前市いまだて芸術館でお求めください。�
一般１，５００円、友の会１，３００円、大学生以下５００円。
※全席自由・限定１００席

日時／１０月１８日（日）�14：00開演
場所／越前市文化センター�小ホール
問合せ／越前市文化センター�☎０778-２３-５０５７

文化センター寄席 上方落語会

ふくいモダン刺し子「五島万里代と麻の葉会」の設
立４０周年と、福井県郷土工芸品としての認定を記
念した作品展。「北前船」の中で、仕事着として使用
されていた「刺し子さっくり」を中心に、刺し子屏風や
タペストリー、花ふきんなど約２００点が展示されます。�
入場無料。※会期中は会場内に限定ショップが開店

期間／�１０月６日（火）〜１１日（日）�
�１０：00〜16：00

場所／サンドーム福井�福井ものづくりキャンパス
問合せ／�五島万里代と麻の葉会�

☎0778-３２-３４５７

ふくいモダン刺し子 作品展 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

※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
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.74

「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
気になるお店をもう一度ご紹介していきます♪

うるし工芸 藤

快活CLUB

リカーワールド華
コンビニ

すたみな太郎

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

●銀の波フリーボウル
　・�L�5,800円　・�M�4,500円　・�S�3,500円
●名入れやオーダーメード、漆器修理も対応。
●営業時間の変更など、詳しくはホームページで。

※価格は税別※価格は税込

イチオシネマ

歌って踊ってハグして、ハッピーに暮らすポップ村のトロールたち。ある日、ポップ
村の女王ポピーのもとに、ロック村の女王バーブからの手紙が届く。この世界
に別の仲間たちがいることを知ったポピーたちは大興奮！かつては、テクノ村、
クラシック村、カントリー村、ファンク村、そしてロック村と個性豊かな村が集まる
１つの王国だったのだ。期待を胸に旅に出るポピーたち。しかしそれは、王国を
ロックで支配しようとするバーブのワナだった─。

10/2㊎ 浅田家！

10/2㊎ トロールズ ミュージック★パワー

10/16㊎ 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

10/16㊎ みをつくし料理帖

10/16㊎ 夜明けを信じて。

10/23㊎ きみの瞳が問いかけている

10/30㊎ 罪の声

10/30㊎ とんかつDJアゲ太郎

10/31㊏ 映画プリキュアミラクルリープ
みんなとの不思議な１日

不慮の事故で視力と家族を失った明香里と、ある事件を犯しキックボクサーとし
ての未来を絶たれた塁。小さな勘違いから出会った2人だったが、屈託なく話し
かけてくる明香里に、塁は心を開いていき、掛け替えのない幸せを手にしたかに
見えた。ある日、明香里は誰にも言わずにいた秘密を塁に明かす。自らが運転し
ていた車の事故で両親を亡くし、視力を失っていたのだった。自分を責めて生き
てきたという明香里。彼女の告白に、塁は残酷な運命に気づいてしまう。

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

▲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
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〈情報提供〉

  〜 M O V I E  S E L E C T I O N〜

A UNIVERSAL PICTURE ©2020 DREAMWORKS 
ANIMATION LCC.ALL RIGHTS RESERVED.

©2020「きみの瞳が問いかけている」製作委員会

トロールズ ミュージック★パワー
【監督】ウォルト・ドーン   【声の出演（吹替）】上白石萌音、ウエンツ瑛士 ほか

それはきっと！ 世界を変えちゃうミラクルライブ！

輝く未来を見てほしい そこに 俺はいなくても

きみの瞳
め

が問いかけている
【監督】三木孝浩　【出演】吉高由里子、横浜流星 ほか

公開作品スケジュール

※詳しい上映スケジュールは、鯖江アレックスシネマまで
　お問い合わせください。

10/2
公開

10/23
公開

Rose Cafe 風のガーデン
　越前漆器を中心に伝統工芸の商品を豊富に取り揃える「うるし工芸�藤」。�
伝統的な漆器やおしゃれなインテリアなどが並ぶ店内では、現代のライフ
スタイルに合わせたテーブルコーディネートも提案しています。

　5周年を迎える「Ｒｏｓｅ�Ｃａｆｅ�風のガーデン」は、バラに囲まれた居心地の良
いカフェ。バラを使ったドリンクやスイーツをはじめ、季節に合わせたメニューを
提供しています。開店記念日の10/28はランチが半額になります。（先着15名）

鯖江市定次町342-1
☎0778-53-0022
営［月〜金］9：00〜18：00�［土］10：00〜17：00
休第2・4土曜日／日･祝日／年末年始

越前市芝原5丁目14-54
☎0778-67-8883
営 8：00〜18：00
休月曜日／第1･3日曜日

●秋季限定�季節のパイ
　・�ブルーベリーパイ�530円　・�シャインマスカットパイ�580円
●一部商品はテークアウトもできます。
●詳しくはインスタグラムをチェック。

コンビニ
岩本屋

酒＆業務スーパー

10/20～11/14 
秋バラフェア ＆ ５周年祭 開催 薔薇サンデー  550円

銀の波フリーボウル
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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。

越前漆器商品を豊富に取り揃える「うるし工芸�藤」より、
お買物券2,500円分を１名様にプレゼント。

鯖江アレックスシネマより、映画観賞券を１組２名様に�
プレゼント。

提供/Ｒｏｓｅ Ｃａｆｅ 風のガーデン

提供/鯖江アレックスシネマ

1.

鯖江アレックスシネマ 映画観賞券3. 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10月30日（金） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「10月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係

提供/うるし工芸 藤

2.

※ 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。

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

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

を明記の上、メールまたはラインに写真や動画を添付して
ご応募ください。

①お誕生日の方のフルネーム（ふりがな）
②送ってきてくれた方のお名前（続柄）
③紹介文 ④誕生日 ⑤住所 ⑥性別 ⑦電話番号

を明記の上、メールまたはラインに写真や動画を添付
してご応募ください。※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります。

［再］午後1：00、午後4：00

毎週土曜日
午前10：00から生放送！

8月以降にお誕生日を迎えた皆さんの写真や動画をお送りください。
番組で紹介された方には、すてきなプレゼントをお贈りします！

番組制作チームの
友達登録は
こちらから！

メール LINE

写真や動画でお祝い！
ハッピーバースデイ

ご自慢のペットを
番組内で紹介してみませんか？

応募方法
応募方法

まいどわいど生放送のFacebookページでも紹介！

紹介された方には、マスクク
リップとけーぶるんグッズを
プレゼント！

1組2名様

1
名様

うるし工芸 藤
お買物券2,500円分

Ｒｏｓｅ Ｃａｆｅ 風のガーデン
薔薇ソフトクリーム無料券

バラに囲まれたカフェ「Ｒｏｓｅ�Ｃａｆｅ�風のガーデン」より、
薔薇ソフトクリーム無料券を１０名様にプレゼント。

10
名様
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越前市塚町101 武生商工会館2F
地域貢献企画チーム ☎0778-21-5040お問い合わせ

お申し込み

■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！

ＨＡＰＰＹ！メディアな人々。

94分/2012年9月
出演/渡辺裕之、竹内晶子

映画の各所に“丹南のいいところ”満載！

つむぐもの
出演/石倉三郎、キム・コッピ
109分/2016年3月

越前市・越前和紙が舞台！

出演/南沢奈央、紘毅
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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0120-72-5040

●お問い合わせ

事前予約で
待ち時間なし

カウンターにフェンスを設置 待合スペースの座席間隔の確保

共有部分を定期的に消毒 予約制の実施

非接触型体温計の設置 消毒液の設置

お客様に安心してご来店いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止のために
以上の取り組みを行っております。ご理解ご協力の程お願いいたします。

丹南ケーブルテレビ お客様センターでの

来店時は
マスク着用を
お願いします

加入者様のおかげです

「ありがとう」企画

インスタグラムフェイスブック ツイッター

丹南ケーブルテレビアテンド課の
SNSをフォローしてね♡

ご覧ください
！

チェック！

詳しくは別
紙を

2010年10月16日にOPENした
丹南ケーブルテレビお客様センターは、今年で10年を迎えます。

そこで、日頃の感謝を込めて、
12月31日まで10の企画を行います！ぜひご参加ください。

《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9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 10月号


