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ニュース動画や
地域情報は こちら

コミュニティチャンネルへのお問い合わせ
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口演：越前
らくひょう
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デミー

～学びの時間
～

4月は

TV版スタート！

週替わりプログラム
みんなのステージ
週替わりプログラム
みんなのステージ

一挙放送！

毎日の最新情報を
チェック！

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 !

ふるさと鯖江の日
記念コンサート

４月24日（土）～30日（金）

4
Apr.  2021

スーザを吹こう！
響け！鳴らせ！
スーザのマーチ！
４月３日（土）～９日（金）

春の息吹祭
４月10日（土）～16日（金）

放毎日 午後1：00～

まいどわいど生放送
毎週土曜日

午前10：00から生放送！
トレンド情報や地域の
話題をお届けします。

リニューアル



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！
※4月24日は武生楽市とのコラボデー

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。

4/3〜  みんなのステージ
スーザを吹こう！響け！鳴らせ！スーザのマーチ！

県内の吹奏楽愛好者らがアメリカの作曲家でマーチ王と
呼ばれたジョン･フィリップ･スーザの曲を演奏するコンサート。
一部は福井サクソフォン研究会や南越中学校吹奏楽部に
よるアンサンブル、二部では吹奏楽愛好者の楽団による
スーザマーチ連続演奏で圧巻のステージを繰り広げます！
収録：3月7日 越前市いまだて芸術館

● ● 武生商工会議所だより　● ● 社協だより

暮らしに役立つ情報

越前市情報ナビ
4/1〜   令和3年度 越前市当初予算
4/10〜 新庁舎グランドオープン
4/24〜 紫ゆかりの館オープン

さばえ ほっと情報！ 4/3〜   鯖江の桜名所めぐり
4/17〜 新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種が始まります

越前町 いきいき情報局 3/27〜 新型コロナウイルス関連情報
4/10〜 令和3年度当初予算と重点施策について

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

4/17〜
〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 

新シリーズ  『街ぶら 田吾さんさく』 越前市大虫地区 の巻 越前市  

今回から、あなたの町へ田吾作さんがおじゃまする新
シリーズ『街ぶら 田吾さんさく』がスタート！第一回は
越前市大虫地区へ。住民が手掛けた「大虫ふるさとかるた」
を手に、地区のいいとこを巡ります。見てんでの～！

週替わりプログラム

宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操
 毎日 午前11：30〜／午後7：00〜

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
体操を曜日ごとに紹介。毎日続けて健康を目指しましょう！

新番組  ケーブルアカデミー 学びの時間
 4月3日(土)スタート　毎日 午前9：30〜／午後2：30〜／午後6：30〜／午後9：30〜

月替わりで、さまざまなジャンルに触れることができる【学びの時間】。4月は、越前市の魅力が満載
の「第9回 紙芝居コンテスト」入賞作品をご紹介します。子供たちに伝えたいふるさとの宝を、どうぞ
お楽しみください。（口演：越前らくひょうしぎの会）

4/3〜 越前市

f
フロル
lor f

フロル
lor 武生駅前店

タピオカドリンク専門店

3/20〜 鯖江市

このみ
お好み焼き・たこ焼き

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〜

4/3〜 石田保育所 鯖江市

4/10〜 あおいこども園① 鯖江市

4/17〜 あおいこども園② 鯖江市

4/24〜 あおいこども園③ 鯖江市

幼稚園・保育園の元気キッズに将来の夢をインタビュー！

4/17〜 鯖江市

ニシザワ紙文具
文具

4/24〜 鯖江市

ペルシュ
洋菓子

4/10〜 越前市

うるしや
そば

Jr.+［ジュニアプラス］
部活やスポーツなど活動をがんばる子供たちを紹介。

4/3〜 GO!GO!部活動
福井高専 サッカー部 鯖江市

4/10〜 熱中！スポーツキッズ
ジュニアテニスチーム FUKUI.JTT 鯖江市

4/17〜 熱中！スポーツキッズ 
陸上クラブ A-1/Jr 鯖江市

4/24〜 熱中！スポーツキッズ  
軟式野球チーム 大虫リトルスターズ 越前市  

福井高専 サッカー部

越前市の文化・芸能の祭典「春の息吹祭」。越前市文化
協議会の加盟団体が活動の成果を披露します。番組では、
芸能部門を中心に華やかなステージの模様をお送りします。
ぜひ、お楽しみください。
収録：3月21日 越前市文化センター

4/10〜  みんなのステージ
春の息吹祭 越前市  

鯖江市の市制施行日「ふるさと鯖江の日」にちなみ、ゲスト
にマリンバやフルートなどの奏者を招いたコンサート。 
地元鯖江市から３つの中学校と鯖江高校の吹奏楽部、 
ソノーレ・ウィンドアンサンブルが出演します。
収録：3月28日 鯖江市文化センター

4/24〜  みんなのステージ
ふるさと鯖江の日 記念コンサート 鯖江市

うらが
みんなんとこ

行くざ〜！
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一部の自主制作番組は、3月27日（土）〜4月2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4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 ／ 15 〈4/3〜4/9〉E〜仲間たち！

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 　〈4/3〜・4/17〜〉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 ／ 30 ケーブルアカデミー 学びの時間

9
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〜

10

00 まいどわいど
 生放送

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

1030 丹南のお店情報番組 みせばん

45 ライブカメラ 40 ライブカメラ/45 社協 40 福武線に乗って ／ 50 インフォメーション

11
00 丹南歴史探訪（再）

1130 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操 ／ 35 ようこそモデルハウスへ  〈4/10〜・4/24〜〉ソラカラタンナン ／ 40 懐かしの風景

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 ソラカラタンナン ／ 05 みんなで考えよう 獣害対策  〈4/17〜〉フレー！フレー！たんなんのお店

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 コロナビ ／ 05 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 15 E〜仲間たち！  〈4/10〜〉インフォメーション

130 週替わりプログラム  〈4/3〜〉スーザを吹こう！響け！鳴らせ！スーザのマーチ！  〈4/10〜〉春の息吹祭  〈4/17〜〉おたっしゃ珍道中 
　　　　　　　　　　   〈4/24〜〉ふるさと鯖江の日 記念コンサート

2
00 ニュース＆トピックス たん9 ／ 30 ケーブルアカデミー 学びの時間

2
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〜

3

00 まいどわいど
 生放送【再】

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

3
30 インフォメーション 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

4
00 歌で元気をお届け「黒沢博の…ありがとな」（再）

4
30 子育てTVハピクラ

5
00 丹南見聞録　〈4/3〜・4/17〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

5
30 週替わりプログラム

6
00 ニュース＆トピックス たん9 ／ 30 ケーブルアカデミー 学びの時間

6
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〜

7
00 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操 ／ 05 みんなで考えよう 獣害対策  〈4/17〜〉インフォメーション

715 E〜仲間たち！  〈4/10〜・4/24〜〉ようこそモデルハウスへ  〈4/17〜〉ソラカラタンナン ／ 20 懐かしの風景

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　〈4/3〜・4/17〜〉日本ケーブルテレビ大賞番組アワード受賞作品

8
30 週替わりプログラム

9
00 ニュース＆トピックス たん9 ／ 30 ケーブルアカデミー 学びの時間

9
45 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 55 懐かしの風景

10

00 まいどわいど
 生放送【再】

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

10
30 インフォメーション 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

11
00 SPACE SHOWER TV  ミュージックビデオセレクション

11
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

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 4月3日からの番組表です。
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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
※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

越前市味真野地区の各地で、会場分散型の美術展が 
開かれています。時間はいずれも10：00～16：30。
観覧無料。

【郵便局を彩るフォト集Ⅱ】
期間／4月1日（木）～30日（金）
場所／五分市郵便局（越前市味真野町）

【万葉美術展2021】【企画展 わが心のふるさとを描く】
【押し花・花と花の語り　コスモス】
期間／4月3日（土）～11日（日）
場所／万葉菊花園（越前市余川町）

【企画展　暮し・彩る藍　染色家 中野千鶴子展】
期間／4月3日（土）～11日（日）
場所／旧谷口家住宅（越前市余川町）

問合せ／ ギャラリー窓実行委員会 
☎090-2376-5303（内田）

ギャラリー窓2021展

越前市や鯖江市を中心に活動する書道団体「天遊
社」の作品展。開催10回目にちなんだ「てん」と読める
文字を含む作品や、３～５ｍの大作など、多彩な作品
100点以上が展示されます。観覧無料。

期間／ 4月29日（木・祝）～5月2日（日） 
※4月30日（金）休館 
9：00～17：00　※最終日は16:00まで

場所／ 福井市美術館（福井市下馬）
問合せ／天遊社 ☎0778-28-1210（南出）

天遊社書展 

＊各会場ではマスクの着用にご協力ください

鯖江藩 間部詮勝公が詠んだ有名な狂歌にちなみ、 
全国から狂歌を募集。応募用紙に、作品、氏名、性別・
年齢、郵便番号・住所、電話番号を明記の上、持参 
または郵送、FAX、メールにてご応募ください。

日時／  4月15日（木）必着 
※作品は未発表のものに限ります。

問合せ／ 鯖江公民館 ☎0778-51-3010

さばえ狂歌コンクール 作品募集

今回のテーマは「LIFE」。生活や命を題材にしたものや、
コンテストの入賞作品などが展示されます。観覧無料。

期間／3月26日（金）～4月25日（日）10：00～18：00
場所／越前町立図書館（越前町西田中） 
問合せ／丹生高校 ☎0778-34-0027

丹生高校写真部写真展

丹南ケーブルテレビ地域巡回！

楽しく手軽に
健康づくり教室

会 場 国高公民館（越前市国高2丁目324-13）
開催日時 2021年2月18日 午後1：00～2：30
参 加 数 23名

　２月１８日、正しいラジオ体操とパワーウォーキングを学ぶ「健康
づくり教室」が越前市の国高公民館で行われました。これは、国高
地区の高齢者らが学ぶ「しあわせ大学」の講座の１つとして、コロナ
禍のため外出自粛による運動不足を解消し、健康づくりの習慣
を身につけてもらおうと行われたものです。

　教室では、丹南ケーブルテレビの健康事業アドバイザー 宮本
真由美さんが講師となり、ラジオ体操第１と、体質改善が期待される
歩き方「パワーウォーキング」の正しい基本動作のポイントや注意点
などを指導。この後、参加者は実際に歩きながら、姿勢や足の着き
方、肘の角度などを確認し、パワーウォーキングを学びました。

番組情報 「宮本真由美先生の笑顔で健康 かたいけの体操」好評放送中！　詳しくはガイドぷらす2Pをチェック！

健康づくり教室 開催に関するお問い合わせ

丹南ケーブルテレビ地域貢献企画チーム  ☎0778-21-5040

開催
報告

正しいシューズの履き方を伝授

先生指導中！
パワー

ウォーキング
講習

ラジオ体操
講習
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.80

「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

世界最大スポーツの祭典が日本で開催！その開会式に合わせ、最高時速
1,000Kmを誇る「真空超電導リニア」の開通が発表された。世界から注目を
集めるなか、大会スポンサーが集うパーティーで企業のトップが相次いで拉致
される事件が発生。その裏では事件を監視する赤井秀一らFBIの姿が。コナン
の推理により、15年前にアメリカ・ボストンで起きた連続拉致事件との関連性
が浮かび上がる。果たしてこれは偶然か？決して止めることのできない哀しみ
の連鎖が今、加速する。

3/26㊎ 騙し絵の牙

3/26㊎ モンスターハンター

4/2㊎ 劇場版 シグナル
長期未解決事件捜査班

4/16㊎ 劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』

4/23㊎ 映画クレヨンしんちゃん
謎メキ！花の天カス学園

4/23㊎ るろうに剣心
最終章 The Final

4/29㊍ アーヤと魔女

※ 急な変更・公開延期が発生する場合があります。
※詳しくは、鯖江アレックスシネマまでお問い合わせください。

全寮制の超エリート校「私立天下統一カスカベ学園」に1週間体験入学する
ことになったしんのすけたち。そこで良い成績を収め、学園入学を目指していた
風間くんは、しんのすけに足を引っ張られ、ケンカの末、寮を飛び出してしまう。
心配して探しに行くと、壊れた時計塔で倒れている風間くんを発見。お尻には
奇妙な噛み痕が…。翌朝、目覚めた風間くんは究極のおバカに変貌していた！
しんのすけたちは「カスカベ探偵倶楽部」をケッ成し、真相解明に奮闘するー。

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 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021

劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』
【監督】永岡智佳　【声の出演】高山みなみ、山崎和佳奈 他

危険な秘密をまとう“赤井一
ファミリー

家”集結の時―！

本格風学園ミステリー、ここに誕生！

映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園
【監督】髙橋渉　【声の出演】小林由美子、ならはしみき 他

公開作品スケジュール4/16
公開

4/23
公開

イクラボ武生店
ランドセルやカンコーブランド学生服を中心に、体操服やシューズまで幅広く
取り扱うスクールショップ。オリジナルのダイナソー恐竜ランドセルの他、県内
では、イクラボでしか取り扱いのない「萬勇鞄」や「ランドセル工房生田」も！
越前市村国1丁目5-4
☎0778-42-8377
営 11:00～19:00
休 火曜日

武生高

武
生
第
三
中

武生国高
郵便局

　福井銀行

さとう酒店

ひしだい書店

2022年度新作 4月から受注スタート！
●オーロラダイナソーランドセル
●ダイナソー恐竜ランドセル 88周年アニバーサリーモデル
●BEETLEシリーズ カブトムシランドセル/クワガタランドセル

P
ポ カ

oca p
ポ カ

occa
ティファニーブルーの店内と、真っ白なやインテリアが目を引くオシャレなカフェ。 
地元の無農薬野菜や有機調味料を使った健康ランチ、バターや砂糖控えめ
のスイーツが楽しめます。靴を脱いでくつろげる居心地のよさもうれしい！
鯖江市水落町2丁目5-38
☎0778-42-5398
営 11:00～18:00（L.O.17:30）
休 金曜日（不定休あり）

福
井
鉄
道
福
武
線

水
落

アイアイ鯖江

文化の館

国
道
8
号

●ローストビーフ丼 1,700円
●ハンバーグランチ 1,500円
●週替わりランチ 1,500円
●季節のフルーツブリュレパフェ 1,200円～
●デザート 3種盛り 500円 ／ 5種盛り 800円

※価格は税込

ガトーショコラガトーショコラ2,160円2,160円(税込)(税込)～～
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丹南CATVコミュニティチャンネルや、チャンネルガイド（当誌含む）へのご感想もぜひお寄せください。

※ご契約書に記載のご住所・お電話番号をお書きください。※ 当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

メールLINE
メールアドレス smiletv@t-catv.co.jp

【必要事項】
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

写真または動画を添付して、
必要事項を明記の上、メールまたはLINEでご応募ください。

※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります。

※画像はイメージです。

紹介さ
れた方

には

プレゼ
ントも

あるよ
♪

まいどわいど生放送でご紹介します

現在3月以降
お誕生日の方を募集中

写真や動画でお祝い!ハッピーバースデイ

番組でお誕生日をお祝いします
写真や動画でお祝い!ハッピーバースデイ

番組でお誕生日をお祝いします

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。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。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。

［再］午後3：00／午後10：00

毎週土曜日
午前10：00から生放送！

軽さ1.9kg！フィルターレス＆強力サイクロンで床の菌を99%除去
東芝 トルネオVコードレス 提供/QVC1.

年に一度のスペシャルイベン
ト！ “つながる。史上最高の
QVCジャパンと”をテーマに、
QVCを代表する大人気商品
やブランドの数々が、特別価
格で登場！ご期待ください。

※ 放送内容・日程・タイトルは変更となる場合
がございます。

※画像はイメージです。

QVC20周年
バースデイ3days

〈放送日〉2～4日

QVC 4月のオススメ

1名様

[商品内容] VCーCLV01（本体）、すき間ノズル、 
丸ブラシ、お手入れブラシ

[ サ イ ズ ] 幅22.4×奥行22.1×高さ105.5cm
[ 重 量 ]  1.9kg（合計質量）
[集じん容積] 0.2L
[充電時間] 約5時間で標準モード約20～25分

山や海のお供に！
40ℓ防水バッグ 引換券

提供/イクラボ武生店

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.

55組組1010名様名様2名様

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4月30日（金） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「4月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係
チャンネルガイドぷらすをご覧の皆さまに、

プレゼントをご用意！ぜひご応募ください♪

プレゼント

◀お店情報は前ページへ
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