
チャンネルガイドぷらす

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。

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 !

11
Nov.  2020

生毎週（土） 午前10：00  
［再］午後1：00、午後4：00

突撃 !中継隊

ウィークエンドウェザー

週末の旬な
情報をお届け！

加入者様の
おかげです

「ありがとう
」企画 今

年
は

今
年
は

との月に一度のコラボ企画も！

11月は11月は28日！28日！
武生楽市のお得情報や
イベントなどを紹介！
武生楽市のお得情報や
イベントなどを紹介！

抽選で100名様に
 当たる！！

「まいどわいど生放送」内でキーワード（10文字）を
見つけて賞品をGET‼

“伝統文化を受け継ぐ子供たちの祭典”として、丹南ケーブルテレビが毎年開催している
「こしの都子ども伝統文化交流祭」。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため中
止としました。番組では過去8回のス
テージを振り返ります。太鼓や舞、神
楽など、丹南の伝統芸能をどうぞお
楽しみください。

毎年人気のイベント「太鼓魂」。
今回は日本太鼓全国ジュニアコ
ンクールの県予選として、子供の
団体のみが登場します。丹南地
域からは4団体が出演！

プレイバック
「こしの都子ども伝統文化交流祭」

プレイバック
「こしの都子ども伝統文化交流祭」

特別番組 Shining ～丹南の子供たちの輝き～特別番組 Shining ～丹南の子供たちの輝き～週替わり
プログラム
週替わり
プログラム特別番組特別番組

太鼓魂2020 日本太鼓全国ジュニアコンクール福井県予選会

教えて村田さん！

賞品や応募方法は裏表紙へ
第1弾



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！

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〜

11/7〜 あすなろ保育園①	 鯖江市

11/14〜 あすなろ保育園②	 鯖江市

11/21〜 認定こども園	
里山ほのか学園①	 越前市

11/28〜 認定こども園	
里山ほのか学園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。

11/7〜
熱中!スポーツキッズ
神明女子ミニバスケットボール
スポーツ少年団	 鯖江市

11/14〜 北新庄小学校	体育祭	 越前市

11/21〜 熱中!スポーツキッズ
吉川フットボールクラブ	 鯖江市

11/28〜 国高小学校	学習発表会	 越前市

11/7〜 〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 
火事に注意！田吾作かちっと火の取り扱い学ぶ	の巻　	 	

11月9日から15日は「秋の全国火災予防運動」実施期
間ということで、南越消防組合で火の取り扱いや注意
点などについて学びます。また消防のお仕事も体験。 
田吾作さんの体当たりリポートを見てんでの～！

11/28〜 合田道人のこしの都 神社の謎
回想編	〜鯖江市のお社を振り返る①〜	 鯖江市

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鯖江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 11/7〜   STOP!児童虐待 〜189(いちはやく) 知らせて守る こどもの未来〜
11/21〜 雪に対する備えは大丈夫？【再】

● 武生商工会議所だより　● 社協だより

さばえ ほっと情報！
10/31〜 佐々木市政誕生！〜佐々木勝久新市長に聴く〜
11/14〜 鳥羽の歴史を調べよう
11/28〜 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
10/24〜 越前町役場新庁舎について（後編）
11/7〜   越前 蟹と水仙の文学コンクール作品募集
11/21〜 冬の対策は万全に

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

11/14〜
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〜
第2回 丹南ケーブルテレビサッカー大会

丹南地域のスポーツ少年団16チームによる熱い戦い
「丹南ケーブルテレビサッカー大会」。子供たちの元
気なプレーをぜひご覧ください。
収録 11月1日 武生特殊鋼材ドリームサッカー場（越前市）

11/21〜
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〜
太鼓魂2020 日本太鼓全国ジュニアコンクール福井県予選会

全国大会に向け練習を重ねてきた各団体の力強い太鼓
の響きをお楽しみください。
収録 10月18日 いまだて芸術館（越前市）

【出演】
権兵衛 jr.燎 ～kagaribi～（越前市）、八ッ杉太鼓 遊心（越前市）、
はながたみ子供太鼓（越前市）、河端太鼓 楽鼓（鯖江市） ほか

週替わりプログラム

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。

特別番組  全部見せます！越前市市制施行15周年記念 NHKのど自慢 予選会
	11月29日（日）・12月6日（日）	午後1：00〜5：00

収録 11月21日 越前市文化センター
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11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。

●��11月22日（日）・23日（月・祝）�午後3：00～5：00は、特別番組「プレイバック�こしの都子ども伝統文化交流祭」を放送。
●11月29日(日)・12月6日(日)�午後1:00～5：00は、特別番組「全部見せます！�越前市市制施行15周年記念�NHKのど自慢�予選会」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 E〜仲間たち！ 〈11/14〜〉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  丹南見聞録　〈11/7〜・11/21〜〉政府インターネットテレビ ／ ザ・メイキング

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  〈11/7〜〉おたっしゃ珍道中　〈11/14〜〉第2回 丹南ケーブルテレビサッカー大会
 〈11/21〜〉太鼓魂2020 日本太鼓全国ジュニアコンクール福井県予選会　〈11/28〜〉合田道人のこしの都 神社の謎

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

1030 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） ／ 30 交通情報ライブカメラ

11
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  〈11/14〜・11/28〜〉懐かしの風景

015 E〜仲間たち！　〈11/14〜〉福井のしきたり天神様　〈11/28〜〉インフォメーション

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 丹南見聞録　〈11/7〜・11/21〜〉政府インターネットテレビ ／ ザ・メイキング

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 丹南見聞録　〈11/7〜・11/21〜〉政府インターネットテレビ ／ ザ・メイキング

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　〈11/7〜・11/21〜〉懐かしの風景

715 E〜仲間たち！　 〈11/14〜〉福井のしきたり天神様　〈11/28〜〉インフォメーション

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 丹南見聞録　〈11/7〜・11/21〜〉政府インターネットテレビ ／ ザ・メイキング

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 福井のしきたり天神様　〈11/21〜〉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 11月7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

県内ゆかりのアーティストが音楽とアートで地域をつなぐ
ライブイベント。鯖江市の道の駅 西山公園では幅広い
年代の演奏者が、バイオリン、ピアノなどを披露します。ま
た、地元で活動するアーティストの出演やブース出店もあ
ります。出演者情報など詳しくは、「Fukui Art Baton」の
ホームページをご覧ください。観覧無料。

【Fukui Art Baton】で検索

日時／ １１月２２日（日） 14:00開演
場所／道の駅 西山公園（鯖江市桜町）
問合せ／ 福井県交流文化部文化課 

☎０７７６-２０-０５８２

Fukui Art Baton ふくいミュージックリレー

越前市民総合文化祭の前期展。生け花・盆栽・文芸 
同人誌の展示が、越前市役所内にある生涯学習セン
ターeホールで行われます。越前市文化協議会の加盟
団体が、１年間の活動成果を披露します。観覧無料。
お気軽にご来場ください。

期間／ １１月２日（月）・３日（火・祝） ９：00～17：00
場所／ 越前市生涯学習センター eホール（市役所内）
問合せ／越前市文化協議会 ☎0778-２３-６１２３

越前市民総合文化祭 前期展

人気落語家「桂文枝」の独演会が１１月１１日、越前市
いまだて芸術館で開かれます。チケットは武生楽市や 
アル・プラザ鯖江など、県内のプレイガイドで発売中です。
前売り４，０００円、当日券４，５００円、友の会３，８００円。
※座席数限定

日時／１１月１１日（水） 19：00開演
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

桂文枝独演会

女優・樹木希林さんに生前密着取材した珠玉のドキュ
メンタリー映画の上映会です。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、大学生以下５００円、友の会８００円。
※各回限定３００席（全席自由）

日時／１１月１３日（金） 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 「“樹木希林”を生きる」

ワンコインで聴けるコンサート「国際音楽祭 ｉｎ 越前町」。
プロの演奏者によるチェロ、クラリネット、ピアノの演奏を
お楽しみください。チケットは、越前町生涯学習センター
または宮崎・越前・織田地区のコミュニティセンターでお
求めください。入場料500円、高校生以下無料。
※全席自由

日時／ １１月１３日（金） 
【昼公演】14:00開演　【夜公演】19：00開演

場所／越前町生涯学習センター 朝日多目的ホール
問合せ／ 越前町生涯学習センター 

☎0778-３４-２０００

２０２０国際音楽祭 ｉｎ 越前町 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）

【丹南ケーブルテレビお客様センターにて発売中！】
越前市塚町101武生商工会館 隣
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

4



みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.75

「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♪

道の駅 パークイン丹
に ゅ う が お か

生ヶ丘

福井総合植物園
プラントピア

光道園
古墳公園

越前町朝日
B & G海洋センター

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

軽食メニュー
●越前塩あずきソフト 300円　●越前塩ラーメン 750円
●肉厚オリジナルはんぺん 160円

※価格は税込

※価格は税込

イチオシネマ

35年前、日本を震撼させた未解決事件がモチーフのベストセラー小説を映画
化。食品会社を標的とした一連の事件は、誘拐や身代金要求、毒物混入など
数々の犯罪を繰り返す凶悪さと同時に、警察やマスコミを挑発し、世間の関心
を引き続けた挙げ句、こつぜんと姿を消した謎の犯人グループによるものだっ
た。事件の真実を追う新聞記者の阿久津と、脅迫テープに声を使用され、知ら
ないうちに事件に関わってしまった俊也。やがて運命に導かれるように2人は出
会い、ある大きな決断へと向かう―。

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

11/13㊎ ドクター・デスの遺産
－BLACK FILE－

11/20㊎ STAND BY ME ドラえもん 2

11/27㊎ 10万分の1

大好きなしずかちゃんと、ついに結婚！のび太の子供の頃からの夢が叶うはず
だった結婚式当日、なぜか、のび太が来ない…。原作の中でも、特に人気の高
いおばあちゃんとのエピソードが、時間と空間を超え、のび太の未来につながっ
ていく。お嫁さんをひと目見たいというおばあちゃんの願いを叶えるため、ドラえも
んとのび太の大冒険が始まる。過去、現在、そして未来を舞台にした、涙と絆の
物語。

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〜

©2020 映画「罪の声」製作委員会

©Fujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon2 
Film Partners

罪の声
【監督】土井裕泰　【出演】小栗旬、星野源 ほか

翻弄される運命。救うべきもの。本当の“罪”とは――

結婚は、過去と未来をつなぐタイムマシンだった。

STAND BY ME ドラえもん 2
【監督】八木竜一　【脚本・共同監督】山崎貴　【声の出演】水田わさび、大原めぐみ 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。

10/30
公開

11/20
公開

パイ工房 K
コ ウ

ou
　国道417号沿いの道の駅。越前町の特産品や新鮮野菜を中心に、従業
員のアイデアが形になった軽食メニューなどが揃います。周辺には、福井総合
植物園プラントピアや古墳公園など立ち寄りスポットも ！

　パイ独特の食感と美味しさに魅了されたオーナーが手作りする、パイのテーク 
アウト専門店。北海道産・福井県産の小麦粉、国産バター、越前塩を使った 
看板商品「アップルパイ」など、数種類を販売しています。

丹生郡越前町上川去45-1-7
☎0778-34-2850
営 11:00～17:00 ［売店・軽食］11:00～14:00
休  月・火曜日（祝日を除く） 

※都合により変更する場合があります

鯖江市柳町3丁目7-2
☎0778-53-1456
営 9:30～18:00（無くなり次第終了）
休 水曜日／第2・4日曜日

●アップルパイ 270円
●スイートポテトパイ 270円 ほか

JR
鯖
江

クッキング
福井株式会社

福井信用金庫 秋吉
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【応募方法】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。9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。

番組でご紹介した方には、すてきなプレゼントをお贈りします！

［再］午後1：00、午後4：00

毎週土曜日
午前10：00から生放送！ 友達登録は

こちらから！

メール LINE

●番組の感想や最近の出来事など番組へのメールもお待ちしています。

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11月30日（月） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「11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♪

里見浩太朗さんサイン入り手拭い ＆ 色紙　提供/ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ1.

プレゼント

芸能界きってのお寺マニア、里見浩太朗が、毎回登場する豪華なゲスト
と共に東京23区のお寺を巡り、じっくりと味わい尽くす！

時 代 劇 、バラエティと
ホームドラマチャンネル 
の放送番組に出演する
俳優、里見浩太朗さん
の直筆サイン入り手拭
い&色紙を1名様にプレ
ゼント。

©松竹ブロードキャスティング㈱

©近代映画協会

里見浩太朗の東京お寺探訪
独占放送  テレビ初放送

第4回 養玉院如来寺（品川区）
ゲスト：三波豊和

〈放送日時〉7日 午後0：15 ほか

ホームドラマチャンネルＨＤ 11月のオススメ番組

地域のお店を応援！ もっと×もっと つながるプロジェクト
協力飲食店で使える商品券1,000円分

提供/丹南ケーブルテレビ
4.

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。

※ 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。10名様

見本見本

1名様

手づくりパイの店 パイ工房 Kou
270円のパイ2個無料券

提供/パイ工房 Kou
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
2. 3.

10名様 1組2名様
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加入者様のおか
げです

「ありがとう」企画

今
年
は

今
年
は

100名様100名様に当たる！！

その他抽選で

丹南ケーブルテレビのホームページや、10・11・12月号のチャンネルガイド、

まいどわいど生放送内で キーワードの10文字「○○○○○○○○○○」
を見つけて賞品をGET!ぜひ応募してね。

丹南ケーブルテレビのホームページや、10・11・12月号のチャンネルガイド、

まいどわいど生放送内で キーワードの10文字「○○○○○○○○○○」
を見つけて賞品をGET!ぜひ応募してね。

第1弾
で賞品を
GET!!
で賞品を
GET!!

当選の発表は、たんなんスマイルTV（091ch）の年末特番（12月31日）にて行います。

●応募方法

●応募資格
●宛　　先

はがきに①キーワード（10文字）②郵便番号・住所③氏名④電話番号
⑤ご希望の賞品番号を記載の上、ご応募ください。

丹南ケーブルテレビご加入者様
〒915-8588  丹南ケーブルテレビ「お客様センター10周年」係

12月28日月消印有効
応募締切

※ご希望の賞品番号を1つご記入ください。※ご加入者様に限ります。※1世帯1枚とさせていただきます。※ご応募いただいた皆さまの個人情報は抽選利用目的以外には使用しません。
※当選発表の際には氏名等の個人情報を番組内で公表させていただきます。予めご了承ください。※商品の色やデザインは変更になる場合があります。 ※画像はイメージです。

こしの都賞

①若狭牛セット
　1万円相当

1名様

1名様

②海鮮カニセット
　1万円相当

1名様

⑤越前漆器1万円相当

⑥越前焼1万円相当

1名様

1名様

④越前和紙セット1万円相当④越前和紙セット1万円相当

その他の賞品など詳しくは、
丹南ケーブルテレビの

ホームページのバナーから！

2020年

丹南ケーブルテレビ
お客様センター賞

③越前打刃物1万円相当

1名様

　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。商店街などの街並み、お寺・学校などの建築、お祭り
などの伝統行事、人々の暮らし、風俗…。今は懐かしい風景をデジタルアーカイブ化して番組などで紹介し、今一度私たちの
先人たちが築いてきた地域文化を見つめ直します。

■
■
ご自宅に残っている写真がございましたら、当社あてにご一報ください。データ化を行い、デジタルデータとともにご返却いたします。
当社にご応募いただいた写真データにつきましては、番組をはじめとするメディア制作事業で使用させていただきます。
あらかじめご了承の上、ご応募ください。

募集について

私たちの大切な地域文化を
後世に伝えていく…。ご協力ください。

丹南ケーブルテレビ 
地域貢献企画チーム☎21-5040お問い合わせ

たんなんスマイルTVプロジェクト

《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

企画制作
チーム

2020年10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 11月号


