
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。

テレビの前に全員集合！
おたのしみ大抽選会!!

をみよう！12／31は

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 !
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来たる2021年が明るい年になることを願い、エリア内で行われる除夜の鐘や初詣の生中継を中心に、
スタッフ一同平穏への祈りを込めてお送りします。

12月31日（木） 夜11：30～ 生放送!!

丹南ケーブルテレビお客様センター10周年 ありがとう企画として、
ご加入者様からご応募いただいたキーワードクイズの抽選会の模様を
お届け。併せて皆さまから寄せられた「丹南ケーブルテレビにちなんだ 
おもしろい川柳」の入賞作品の発表もあります。

地元ミュージシャンやご当地芸人が、歌やお笑いで丹南に元気をお届け！歌や
漫才、ものまね演歌ショーなど、エンターテイメントがたっぷり楽しめる番組です。

【出演】元 ザ・ルーズドッグス 前田一平＆タカハシケンジ／ご当地芸人 チェリーキャンディ
　　　ご当地芸人 バンライフ／三波春夫の歌まね演歌歌手 岡井環 など

岡井 環

バンライフ

裏
表
紙
へ
！

お正月は

たんなん
映画祭り!!

［再］午後6：00～6：30、午後9：00～9：30

新
春
！
たんなん
エンタメSHOW

前田一平＆
タカハシケンジ

①郵便番号・住所 ②氏名（ふりがな・
ペンネーム） ③年齢 ④電話番号 
⑤メッセージ を添えてご応募ください。

番組ではコロナ収束への思いや新年への願いを込めた、皆さまからのメッセージを募集しています。
番組内で発表された方、および抽選で30名様にオリジナルクオカード（1,000円分）をプレゼントします。

「コロナ収束を願って…「コロナ収束を願って…祈りのメッセージ」を募集！
皆さんの想いを番組内で紹介します皆さんの想いを番組内で紹介します

〒916-0026　鯖江市本町2-2-16
丹南CATV企画制作チーム「祈りのメッセージ」係

はがき

メール LINEsmiletv@t-catv.co.jp

はがき・メール・LINEで

番組をご覧いただいた皆さまには、すてきなプレゼント企画もご用意しています。

メール▶ 友だち▶
登録

応募締切 2020年１２月３０日（水）応募締切 2020年１２月３０日（水）



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！
※1月23日は、武生楽市とのコラボ企画を放送します。
※12月26日、1月2日は放送休止です。

1/16〜	 越前市

プルニマ
インド･ネパールレストラン

丹南のお店情報番組 みせばん

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

1/2〜 はぎのこども園	 越前町

1/9〜 ふじ保育園①	 鯖江市

1/16〜 ふじ保育園②	 鯖江市

1/23〜 あさひ保育所①	 越前町

1/30〜 あさひ保育所②	 越前町

幼稚園・保育園の元気キッズに将来の夢をインタビュー！

1/30〜	 越前市

F
フィット
it	E

エ モ ー シ ョ ン
motion

パーソナルトレーニング＆スタジオ

1/23〜	 鯖江市

いなり屋	一
ひとさき
咲

持ち帰り専門	いなり寿司

ニュース&トピックス たん9
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。

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。

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。

1/16〜
熱中!スポーツキッズ
武生西バドミントン
スポーツ少年団	 越前市		

1/23〜
北陸新幹線南越駅(仮称)を活かした企画を考えよう
万葉中学校	
地域活性化プロジェクト	 越前市

1/30〜
GO！GO！部活動		福井高専	
アマチュア無線研究会	 鯖江市

武生西バドミントンスポーツ少年団

1/16〜 〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 
田吾作さん	「新春！陶芸館」で初笑い	の巻	 	 越前町

福井県陶芸館で開催の新年を祝う催し「新春！陶芸館」
へ。陶芸やデコ羽子板作りなど様 な々ワークショップが
楽しめるこのイベント。田吾作さんも一緒に遊んじゃい
ますよ！また冬を彩る越前焼ならではのイルミネーション
もご紹介。見てんでの～！

暮らしに役立つ情報

越前市情報ナビ

1/1〜   市長・市議会議長 年頭あいさつ
1/4〜   おいしく楽しく健康生活〜減塩・運動〜（再）
1/16〜 越前市10大ニュース
1/30〜 ―「ずっとここで」暮らせる地域づくり― 生きがい ふれあい 支え合い

● ● 武生商工会議所だより　● ● 社協だより

さばえ ほっと情報！

1/1〜   市長・市議会議長 年頭あいさつ
1/4〜   ラポーゼかわだ リニューアルオープン！
1/9〜    発熱時の医療機関の受診方法が変わります！ 

〜新型コロナウイルスに負けない生活様式について〜

1/23〜 雪に備える

越前町 いきいき情報局

1/1〜   越前町長 年頭あいさつ
1/4〜   越前町の国際交流について
1/16〜 令和3年 越前町成人式
1/30〜 住民税申告・確定申告について

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

1/23〜
特別番組  笑顔応援プロジェクト
丹南ケーブルテレビ杯ソフトバレーボール大会

今年で１０回目の開催となる「丹南ケーブルテレビ杯
ソフトバレーボール大会」。ソフトバレーボール愛好者
が集い、男女混合・女子の７部門で優勝を争います。
世代を超えてスポーツを楽しむ選手たちの姿をお伝え
します！

1/30〜 合田道人のこしの都 神社の謎
新田義貞を祀る社	藤島神社

神社への造詣が深い歌手の合田道人さんが地域の神社
を巡り、知られざる魅力を発信する番組。今回は丹南にも
ゆかりの地が遺る南北朝時代の武将・新田義貞を祀る
藤島神社（福井市）を訪ねます。なぜ神社名が藤島神社	
なのか？なぜ足羽山に鎮座しているのか？その謎を探り
ます。

週替わりプログラム

新 番 組  宮本先生の 笑顔で健康！かたいけの体操
	1月4日（月）スタート	毎日	午前11：30〜

丹南ケーブルテレビ健康事業アドバイザー・宮本真由美さんが簡単にできる
体操を曜日ごとにご紹介。毎日続けて健康を目指しましょう！

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〜もっと見せます交流会
再 	1月11日（月・祝）	午後1：00〜5：00
8月に放送した「南越地区中学校交流会」「鯖丹地区中学校夏季交流会」の拡大版ダイジェストをお届け。
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一部の自主制作番組は、12月26日（土）〜1月15日（金）まで再放送です。
詳しくは、丹南CATVホームページのコミュニティチャンネル番組表をご覧ください。お	知	ら	せ1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。

●12月31日(木) 昼11：55～0：25は、「12/31は9チャンをみよう！ テレビの前に全員集合！ おたのしみ大抽選会！！」を生放送。 （再）午後6：00／午後9：00
●12月31日(木) 夜11：30～は、「ハッピーたんなんニューイヤー2021 コロナ収束を願って～祈りと希望の年越しスペシャル」を生放送。
●1月1日（金・祝）～3日（日）は、「お正月はたんなん映画祭り！」を放送。　詳しくは裏表紙をご覧ください。
●1月1日（金・祝）～8日（金） 午後1：00～1：45、午後8：00～8：45は、特別番組「新春！たんなんエンタメSHOW」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！ 〈1/1・1/9〜〉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　〈1/1〜・1/16〜・1/30〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

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  〈1/1〜〉けーぶるにっぽん 彩・JAPAN  〈1/4〜〉再放送  〈1/16〜〉おたっしゃ珍道中 
　　　　　　　　　　   〈1/23〜〉丹南ケーブルテレビ杯 ソフトバレーボール大会  〈1/30〜〉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 宮本先生の 笑顔で健康！かたいけの体操

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 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 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  〈1/1・1/9〜・1/23〜〉懐かしの風景

015 E〜仲間たち！　〈1/1・1/9〜〉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　〈1/16〜・1/30〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

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 歌で元気をお届け「黒沢博の歌チカラ♪」（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　〈1/4〜・1/16〜・1/30〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

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 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 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　〈1/2〜・1/16〜・1/30〜〉懐かしの風景

715 E〜仲間たち！　 〈1/1・1/9〜〉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　〈1/16〜・1/30〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

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 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 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 1月1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

生まれつき目が見えない監督と見えるスタッフの映画制作
を追ったドキュメンタリー。上映後は、越前市出身で本�
映画のプロデューサー、田中みゆきさんを交えたトーク
イベントを実施。チケットは越前市文化センター、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、学生以下・障がい者500円。※全席自由

日時／�１月23日（土）�13：00～、18：00～
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

映画「ナイトクルージング」上映会

草木染めの木綿糸の伝統織り「石田縞」を使った小物
のアイデア作品コンテスト。申し込みの際、石田縞の
生地20cm（幅37cm）が無償で提供されます。参加対象
は高校生以上で、作品は本人が製作した未発表のもの
に限ります。そのほか詳しい申し込み方法は協同組合�
鯖江市繊維協会までお問い合わせください。

申込み／�1月29日（金）まで�9：00～17：00�
※作品の提出期限は2月12日（金）

問合せ／�協同組合�鯖江市繊維協会�☎0778-52-1880

石田縞アイデア小物コンテスト 作品募集

新年が良い年となるように、伝統の古
こしきたんれん

式鍛錬に臨む�
鍛冶職人の勇姿を撮影し、ご応募ください。
応募方法・規定などはホームページをご覧ください。
※「タケフナイフビレッジ」で検索
※インスタグラム「#初打フォトコン２０２１」でも参加可

日時／�１月１日（金）�０：00～１：00�
開場は大晦日の22：00

場所／タケフナイフビレッジ（越前市余川町）
賞金／最優秀賞３万円、優秀賞２万円�ほか
問合せ／タケフナイフビレッジ協同組合�☎０778-２７-７１２０

初
はつうち

打２０２１ フォトコンテスト

福井県独立書
しょじん

人団の会員約30人の漢字・仮名・現代
詩文書などの新作や、書展の入賞作品などが展示され
ます。
日時／�２月５日（金）～７日（日）�

9：00～17：00�※最終日16：00まで
場所／鯖江市まなべの館�展示室１・２（長泉寺町）
問合せ／鯖江市まなべの館�☎0778-51-5999

福井県独立書展 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）

【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

防災情報がひとめで分かる
ふくい防災シグナル

気象や河川、交通など、県内の災害関連情報をまとめて
配信。身の周りの危険がひとめで分かる、無料の防災
アプリです。１時間ごと、１週間の天気予報をはじめ
大雨、洪水、大雪など、気象庁発表の警報を通知で
お知らせ。また冬期限定で、「道路カメラ」、「積雪深」
機能も登場。この時期に是非、ご活用ください！

●�パソコン＋スマートフォンはこちら�
https://fukui.bosai-signal.jp/

●�iPhone、Ａndroidはアプリストアから�
ふくい防災シグナル

問合せ／�丹南ケーブルテレビ�メディア戦略室�
☎0778-51-0101
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.77

「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♪

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

イチオシネマ

東京・明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った山音麦と八谷絹。趣味
が一緒で、あっという間に恋に落ちた２人は、大学卒業後フリーターをしながら
同棲を始める。何気ない幸せを感じながら、日々の現状維持を目標に就活を続
けるが…。ドラマ「東京ラブストーリー」、「カルテット」を手掛けた脚本家と、映画
「いま、会いにゆきます」、「罪の声」の監督が映画初タッグ。猛スピードで加速
する恋の忘れられない〈最高の５年間〉を描く、不滅のラブストーリー。

12/25㊎ 映画 えんとつ町のプペル

12/25㊎ 劇場版ポケットモンスター ココ

1/8㊎ おとなの事情 スマホをのぞいたら

1/22㊎ さんかく窓の外側は夜

1/23㊏ シン・エヴァンゲリオン劇場版:¦¦

1/29㊎ 花束みたいな恋をした

1/29㊎ 名も無き世界のエンドロール

※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。

複雑な家庭環境で育ち、さみしさを抱えて生きてきた幼馴染みのキダとマコト。
そこに同じ境遇の転校生・ヨッチも加わり、大切な仲間となった。しかし20歳の
時に、ヨッチはいなくなってしまう。そんな彼らの元に、政治家令嬢でトップモデ
ルのリサが現れる。彼女にふさわしい男になるため、必死に金を稼ぐマコト。彼
の執念とその理由を知り、命をかけて協力することを誓うキダ。そして迎えたクリ
スマス・イブの夜、マコトはキダの力を借りてプロポーズを決行するが…。

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〜

©2021「花束みたいな恋をした」製作委員会

©映画「名も無き世界のエンドロール」製作委員会

花束みたいな恋をした
【監督】土井裕泰　【出演】菅田将暉、有村架純 ほか

―これはきっと、私たちの物語。

それは日本中を巻き込む“ある壮大な計画”だった。

名も無き世界のエンドロール
【監督】佐藤祐市　【出演】岩田剛典、新田真剣佑 ほか

公開作品スケジュール1/29
公開

1/29
公開

焼肉ホルモン 銀
ぎ ん ぷ う

風
　明るい店内で、安全第一の新鮮なホルモンが楽しめます。醤油をベースに、
リンゴや玉ねぎなど13種類の食材を24時間煮込む、こだわりのタレが自慢。
1週間寝かせて味を落ち着かせることで、さっぱりとホルモンを味わえます。
丹生郡越前町西田中14-30-3
☎0778-34-0829
営［木･金］17：30～22：00　［土･日］16：00～22：00
休月･火･水曜日／祝日�※団体予約があれば営業

越前町役場

V・drug

GS鯖江・丹生
消防組合
朝日分遣所

●タン�850円　●ホルモン�550円　●上ミノ�750円

※価格は税別

地酒蔵 一力酒店
　江戸時代創業の老舗酒店。福井の蔵元の商品を中心に幅広い品ぞろえを
誇ります。お酒を通して感動を伝えたいと、蔵出し生原酒の量り売りや、贈り物に
ピッタリの越前和紙オリジナル手書きラベルサービスを展開しています。
越前市桂町1-18
☎0778-22-1540
営 9：00～19：00
休日曜日�※不定休の場合あり

JR
武
生

ア
ル・プ
ラ
ザ

福
井
信
用
金
庫

越前市役所

林病院蔵の辻
●�生原酒オリジナルラベル�300ml�700円～�
大吟醸、純米吟醸、吟醸をお好みサイズの瓶や徳利に�
お入れします。
●全国発送も可
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丹南CAT V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。

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  2021年1月29日（金） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「1月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係

※�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

［再］午後1：00、午後4：00

毎週土曜日
午前10：00から生放送！

写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ

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。

12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！
応募方法

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。

11組組22名様名様

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

焼肉ホルモン 銀
ぎ ん ぷ う

風 お食事券1,000円分
提供/焼肉ホルモン 銀風

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

3.

1. 2.

見本見本見本

1010名様名様

33名様名様
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こしの都 神社の謎に出演 合田さんにインタビュー!

地元にはこんなに素晴らしい
神社があるんだよって、
自信を持って発信してほしい
昨年11月中旬、越前町小曽原で「こしの都 神社の謎 

『海上安全・大漁祈願の社 金刀比羅山宮』」の収録
が行われました。（12月放送）
今年で番組開始4年目に突入するこの番組の案内人 
合田道人さんにインタビューしました!

合
ごうだ

田 道
みちと

人
北海道釧路市出身。歌手だけでなく、作詞・作曲
なども手掛ける音楽プロデューサーとして活躍
中。また、神社への造詣が深く、全国各地の神社
を訪ね【神社の謎】シリーズをはじめ、数々の著書
を執筆。（社）日本歌手協会 筆頭理事。

ーー�2020年は収録がお休みになることがありましたが、どのように過ごしていましたか?
　気軽に外出する機会は減ったものの、会社には出社していました。会社は明治神宮の近くにあるから、ぐるりと45分くらい
かけてお参りして。あとは、「神様が休みをくださった」と思って、いつもは後回しにしがちな執筆や台本制作のお仕事に集中
できました。

ーー�合田さんらしいですね。コミチャンでは、番組を再放送しましたが、ご覧になった皆さまから、続 と々感想が届きました。
　今まで見逃していた人も、ステイホーム期間中に番組を見てくれたのかな?ある意味、良いきっかけになったのかも。

ーー�神社巡りを振り返り、改めて感じた福井の魅力とは?
　東京に住んでいる私が、これまでやってきて思ったのは、丹南地域だけでこんなに神社があるのが不思議で。和紙や漆器、
織物など、日本の文化に関する神社がこの丹南に集まっているのは、すごいね。ここにしかないものを発掘できるのがうれしいです。

ーー�最後に、丹南地域の皆さまに一言。
　当たり前と思わずに、地元にはこんなに素晴らしい神社があるんだよって、自信を持って発信してほしい。この番組をきっかけ
に気付いてほしい。そんな想いを込めて、これからも番組を続けていきたいです。
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かあちゃんしぐのいやだ

82分/1961年
監督/川頭義郎　出演/有馬稲子 他

小学生の作文を映画化。戦後の
武生の街並みが記録された貴重
な作品。

1日（金） 午前10：00、2日（土） 午後10：30
3日（日） 午後2：00

HAPPY！メディアな人々。
94分/2012年
監督/市川徹　出演/渡辺博之、竹内晶子 他

丹南の名所をちりばめた、笑い
あり感動ありの地方発ムービー！

1日（金） 午後2：00

つむぐもの
109分/2016年 
監督/犬童一利　出演/石倉三郎、キム・コッピ 他

頑固な和紙職人と韓国人女性の
魂と心が交いあう。

2日（土） 午前10：00

HANA～ひとつ。
82分/2016年
監督/市川徹　出演/南沢奈央、紘毅 他

鯖江と扶余を結ぶ、１４００年の
時を超えた物語ー。

3日（日） 午後10：30

つむぐ
32分/2019年
監督/片山享　出演/涼邑芹（仮面女子）、津田寛治 他

縞の数だけ織られた想いー。
鯖江の伝統織り「石田縞」を
題材にした作品。

1日（金） 午後4：00
2日（土） 午後5：00

未来の唄
51分/2019年
監督/片山享　出演/月野もあ(仮面女子)、関口アナン 他

受け継がれてきたのは 伝統と心。
鯖江の伝統産業「越前漆器」を
題材にした作品。

1日（金） 午後5：00
3日（日） 午後5：00

HESOMORI ―ヘソモリ―
103分/2011年
監督/入谷朋視　出演/永島敏行、渡辺いっけい 他

タイムトンネル“へそ”を守る
和紙職人が幼なじみと奔走する
友情ファンタジー。

1日（金） 午後10：00、2日（土） 午後2：00
3日（日） 午前10：00

丹南地域が舞台の映画を集めました。お正月三が日は家族と一緒に映画三昧♪
と

©1961松竹株式会社

!!映画祭りお正月は

!!映画祭りお正月は

たんなんたんなん
ギュッ

見てね〜
！

旧武生市

丹南全域 越前市 鯖江市

越前市 鯖江市 鯖江市

丹南CAT V製作映画

《丹南ケーブルテレビ さばえスタジオ》
〒916-0026 鯖江市本町2-2-16 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12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 1月号


