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コミュニティチャンネルへのお問い合わせ
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詳しくは６ページへ▶

写真や動画でお祝いするハッピーバースデイのコーナーへのご応募や、番組へのメッセージも待ってます！

TV版

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。
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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 !

5
May  2021

鯖江高校吹奏楽部
ハートフェルト
コンサート2021

５月22日（土）～28日（金） ５月15日（土）～
21日（金）

放毎日 午後1：00～

放 毎週土曜日 午前10：00～
［再］午後3：00～／午後10：00～

スタッフ

おすすめの

スイーツ・エ
ンタメ

情報も！

第33回
武生東高校吹奏楽部
定期演奏会

５月8日（土）～14日（金）

第11回
越前町文協
芸能祭

５月1日（土）～7日（金）

街ぶら 田吾さんさく
越前市南地区の巻



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！
※5月29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。

5/1〜  みんなのステージ
第11回 越前町文協 芸能祭	 越前町

越前町内で活動している１５団体が出演。吟舞・日舞などの伝統芸能
をはじめ、ハワイアンダンスやキッズダンスなど多彩なジャンルの
演目をお送りします！世代やジャンルを超えた芸能の祭典をお楽しみ
ください！ 
収録：3月28日 越前町生涯学習センター

● ● 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 5/8〜   スローイート〜生活習慣病予防のために〜［再］
5/22〜 洪水ハザードマップを活用しましょう

さばえ ほっと情報！
5/1〜   新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種が始まります
5/15〜 子育て支援センター「にじいろ」がオープン！
5/29〜 コロナワクチン接種等の詐欺にご注意！

越前町 いきいき情報局
5/1〜   新型コロナワクチンの接種について
5/8〜   越前陶芸まつりのご案内
5/29〜 空き家バンクについて

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

5/15〜 〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 
『街ぶら	田吾さんさく』		越前市南地区の巻	 越前市		

田吾作さんがあなたの町へおじゃまする『街ぶら 田吾さんさく』。
今回は越前市南地区へ。古きよき街並みから、はたまた新しい 
スポットまで、地域の魅力をご紹介します。どんな出会いが待って
いるのか、こうご期待！

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〜

5/8〜 鯖江市

むつのはな
和食

5/1〜 越前町

和
アエラ
麗

ギフト・カフェ

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〜

5/1〜 国高保育園①	 越前市

5/8〜 国高保育園②	 越前市

5/15〜 はぎのこども園	 越前町

5/22〜 二葉保育園①	 越前市

5/29〜 二葉保育園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！

5/22〜 鯖江市

＆
アンド
L
リブ
ib.

カフェ・ハンドメイドアトリエ

5/29〜 越前市

ビストロ	ミストラル
レストラン

5/15〜 越前市

Sweet	K
きえっと
ie’to

クレープ

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。

5/1〜 GO!GO!部活動
鯖江高校	なぎなた部	 鯖江市

5/8〜 越前市長杯争奪高校野球大会	 越前市		

5/15〜 GO!GO!部活動
丹南高校・鯖江高校	アーチェリー部	 鯖江市

5/22〜 熱中！スポーツキッズ		
軟式野球チーム	神明サンダーズ	 鯖江市

5/29〜 熱中！スポーツキッズ		
武南FCファントム	 越前市		

鯖江高校 なぎなた部

現在の部員と卒業したOB・OGによる演奏会。コンクール課題曲を
はじめ、演歌の名曲をメドレーで演奏する「ど演歌えきすぷれす」
や、大人気アニメ「鬼滅の刃」をテーマにした音楽劇など多彩な 
ステージを繰り広げます！
収録：3月2７日 越前市文化センター

5/8〜  みんなのステージ
第33回 武生東高校吹奏楽部 定期演奏会	 越前市		

第１部は「クラシカルステージ」、第２部は“去年訪れたかったあの 
場所”というテーマで、音楽で旅行気分が味わえるような楽しい企画 
ステージを披露。「ハートフェルト（心のこもった）」を合言葉に、 
メンバー 一丸となった感動のステージをぜひご覧ください !
収録：４月３日 鯖江市文化センター

5/22〜  みんなのステージ
鯖江高校吹奏楽部 ハートフェルトコンサート2021	 鯖江市

うらが
みんなんとこ
行くざ〜！

5/29〜 福武線に乗って
途中下車の旅①		「越前武生駅〜サンドーム西駅編」	

ケーブルアカデミー 学びの時間 「ストレス解消！笑いヨガに挑戦」
	毎日	午前9：30〜／午後2：30〜／午後9：30〜	他

５月は、笑いで免疫力アップ！「笑いの体操」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた
健康法「笑いヨガ」に、ご当地歌マネ演歌歌手の岡井環さんが挑戦します。
みなさんも一緒に楽しみましょう！
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5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 〈5/1〜5/7〉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　〈5/1〜･5/15〜･5/29〜 東日本大震災 復興特番〉

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

1030 丹南のお店情報番組 みせばん

45 ライブカメラ 45 社協だより 40 福武線に乗って

11
00 丹南歴史探訪 新ふるさと発見伝［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  〈5/8〜･5/22〜 ソラカラタンナン〉 ／ 50 懐かしの風景

55  たん9 55  Jr.+/05 丹南キッズ 55 週替わりプログラム 55  丹南見聞録 
〈5/1〜･5/15〜･5/29〜 
  東日本大震災 復興特番〉

55  たん9 55 Jr.+/05 丹南キッズ 55 週替わりプログラム

0
10 ケーブルアカデミー 10 ケーブルアカデミー

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

1
15 E〜仲間たち！   〈5/8〜･5/22〜 福武線に乗って〉〈5/15〜･5/29〜 ようこそモデルハウスへ ／ 懐かしの風景〉

25 ソラカラタンナン　〈5/15〜･5/29〜 CSチャンネル pick up〉 ／ 28 持ち帰り＆宅配メニュー  フレー！フレー！たんなんのお店

30 週替わりプログラム 　   〈5/1〜〉越前町文協 芸能祭　〈5/8〜〉武生東高校吹奏楽部 定期演奏会　〈5/15〜〉おたっしゃ珍道中　 
  〈5/22〜〉鯖江高校吹奏楽部 ハートフェルトコンサート　〈5/29〜〉福武線に乗って 途中下車の旅

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［再］00 チャンネルO 00 県外CATV 00 チャンネルO 00 県外CATV 00 チャンネルO 00 県外CATV

3
45 社協だより 30 福井CATV 30 RCN 30 福井CATV 30 RCN 30 福井CATV

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　〈5/1〜･5/15〜･5/29〜 東日本大震災 復興特番〉

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 ふるさとのものがたり 紙芝居で郷土を知る

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 丹南のお店情報番組 みせばん

715 E〜仲間たち！　〈5/8〜･5/22〜 ようこそモデルハウスへ ／ 持ち帰り＆宅配メニュー  フレー！フレー！たんなんのお店〉〈5/15〜･5/29〜 福武線に乗って〉

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　〈5/1〜･5/15〜･5/29〜 東日本大震災 復興特番〉

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

10
00 まいどわいど［再］00 福井CATV 00 RCN 00 福井CATV 00 RCN 00 福井CATV 00 RCN

10
45 社協だより 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 チャンネルO

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 5月1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。

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！

＊各会場ではマスクの着用にご協力ください

越前市南地区と周辺地区が、「紫蘭」についてこれまでに�
行ってきた取り組みを、年表や写真、植栽マップなどで�
紹介。その他、紫蘭の生け花も展示されます。

期間／�５月６日（木）～14日（金）�８：30～17：00�
※6日は13：00から、14日は15：00まで

場所／越前市役所�１F�情報・図書コーナー
問合せ／事務局�☎090-8703-4325（中西）

「2021紫蘭のあゆみ展」 ―未来へ絆
つな

ぐ―

越前市白山地区出身の京友禅作家・奥野むつみさん
の作品展。日本と世界をつなぐ「KIMONOプロジェクト」
で制作された着物2点の他、陣羽織や着物作品、制作
資料が展示されます。

期間／�5月20日（木）～5月30日（日）�※24日休館�
10：00～18：00

場所／�越前市ふるさとギャラリー叔羅�
（越前市東千福町）

問合せ／�越前市ふるさとギャラリー叔羅�
☎0778-23-5811�

染色作家・図案家 奥野むつみ展
最新のお知らせや県内の感染状況を毎日配信。
現状把握にぜひご活用ください！

●パソコン・スマートフォンから

福井県�コロナビ

問合せ／�丹南ケーブルテレビ�メディア戦略室�
☎0778-51-0101

新型コロナウイルス情報サイト 「コロナビ」

漆器の販売をはじめ絵付けなどのワークショップや3日
9：20からは東陽中学校吹奏楽部の演奏、漆掻き唄踊
りの実演など、さまざまな催しが開かれます。また期間
中、「倍返し企画」と題し、受付テントにて1,000円で
2,100円分の漆器のお買い物ができるプレミアム券を
販売。（数量限定、1人5枚まで）

日時／�５月３日（月・祝）、4日（火・祝）�
9：00～17：00（4日�16：00まで）

場所／うるしの里会館（鯖江市西袋町）
問合せ／�越前漆器協同組合�事務局��

☎0778-65-0030

河和田塗 越前漆器まつり2021

自由に絵を描いて、オリジナルコースターを作ります。�
親子で参加、子どもだけの参加もOKです（10歳未満
は保護者同伴）。料金は1枚500円。
※要予約（定員20人、先着順）

日時／5月8日（土）�10：00～16：00
場所／紫ゆかりの館（越前市東千福町）
問合せ／紫ゆかりの館�☎0778-43-5013

レーザーカッターでつくる 
オリジナルメッセージコースター

上映作品は、三谷幸喜�作・演出の「三谷かぶき�月
つきあかり

光
露
め ざ す

針路日
ふるさと

本�風雲児たち」と、山田洋次監督の「人
にんじょうばなし

情噺�
文
ぶんしちもっとい

七元結」。料金は1作品につき一般2,200円（友の会
会員2,000円）、高校生以下1,500円。越前市文化
センターやいまだて芸術館でチケット発売中。

日時／�５月２２日（土）�
・14：00～�
「三谷かぶき�月光露針路日本�風雲児たち」�
・19：00～�
「人情噺�文七元結」

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�

シネマ歌舞伎上映会

越前市の陽願寺と白山・坂口地区とのコラボレーション
企画として、さまざまな催しが開かれます。4月29日から5月
9日までの期間、文化財の伽

がらん

藍や御殿の庭園などを開放
する初夏の特別拝観や、陽願寺と宮中のつながりを紹介�
する展示、コウノトリと白山地区の魅力を紹介する展示も
実施。（要拝観料）

【テンプルマルシェ】
日時／土・日・祝　9：00～16：00
内容／白山・坂口地区の野菜、山菜、加工品の販売

【堂縁カフェ】※要予約（3日前締切）
日時／土・日・祝　11:00～13:30
内容／�地区の特産を使った白山弁当（陽願寺銘入り）など�

2日～４日�12：30～�ランチタイムコンサート

場所／陽願寺（越前市本町）
問合せ／陽願寺�☎0778-22-0981

陽願寺、越前しらやま・坂口の魅力を
地域へ日本へ
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.81

「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

長野オリンピック・ラージヒル団体で日本初の金メダルを狙うスキージャンプ
チーム。元日本代表・西方仁也は、前回のオリンピックで代表選手として出場
するも、結果は銀。４年後の雪辱を誓うが代表を落選し、テストジャンパーとして
参加することに。そして迎えた本番、1本目のジャンプで日本はまさかの４位に。
しかも猛吹雪で競技が中断。「テストジャンパー全員が無事に飛べたら競技を
再開」という条件のもと、金メダルへの希望は西方たち25人に託された。

4/29㊍ アーヤと魔女

4/30㊎ 【午前十時の映画祭】
ティファニーで朝食を

5/7㊎ ヒノマルソウル
～舞台裏の英雄たち～

5/7㊎ ジェントルメン

5/14㊎ ゴジラvsコング

5/14㊎ 美しき誘惑 ～現代の「画皮」～

5/14㊎ 【午前十時の映画祭】
マディソン郡の橋

5/21㊎ いのちの停車場

5/21㊎ 地獄の花園

5/28㊎ HOKUSAI

5/28㊎ クワイエット・プレイス 破られた沈黙

5/28㊎ 【午前十時の映画祭】
ノッティングヒルの恋人

※�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。

安楽死をテーマに大きな反響を呼んだ、現役医師・南杏子の小説を映画化。�
いのちに優しく寄り添う医師と、患者とその家族が病と向き合い、葛藤し、成長�
していく物語を描く。東京の救命救急センターで働いていた咲和子は、ある事件
をきっかけに、故郷の金沢で「まほろば診療所」の在宅医師として再出発する。
在宅医療を選んだ患者と出会い、戸惑いながらも、まほろばのメンバーと共に�
いのちの一瞬の輝きに寄り添う。そんな中、最愛の父・達郎が倒れてしまい…。

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 映画「ヒノマルソウル」製作委員会

©2021「いのちの停車場」製作委員会

ヒノマルソウル ～舞台裏の英雄たち～
【監督】飯塚健　【出演】田中圭、土屋太鳳 他

金メダル獲得を陰で支えた25人の知られざる実話

そこは自分らしく輝ける場所。

いのちの停車場
【監督】成島出　【出演】吉永小百合、松坂桃李 他

公開作品スケジュール5/7
公開

5/21
公開

軍
し ゃ も や

鶏家 おかめ
焼肉や焼き鳥が、お昼はランチで、夜はお酒とともに楽しめます。もともとテイク
アウト専門店だったため、現在もその豊富なメニューが人気。お弁当やコロッケ
などのお惣菜、オードブルまで、味もボリュームもコスパ抜群です。
越前市妙法寺412
☎0778-24-5698
営 �［昼］11：00～14：00�
［夜］17：00～22：30（L.O.22：00）
休月曜日�※祝日は営業/翌日休み ヤスサキワイプラザ

グルメ館

TSUTAYA

武生月見
郵便局

スギ薬局

●炭火焼き鳥盛り合わせ（11本盛り）�1,760円
●�特選盛り合わせ�※2～3人前�6,050円�
（牛タン・上カルビ・ハラミ・牛ロースなど�6種）
●軍鶏家丼�1,078円

※価格は税込

ワークホームそら パン＆カレー工房
（福）芦

ろざんかい

山会の障害福祉サービス事業所として、障がい者と職員共に、惣菜�
パンやカレーを製造･販売。真心込めた調理とリーズナブルな価格が売りです。
水曜日は、カレーが100円OFFの特売日！予約制で大量注文にも対応可。
越前市押田2丁目9-1�宇野ビル1階
☎0778-43-5332
営 11：00～14：00
休土･日曜日�※第2･4土曜日は営業

国
道
8
号

武
生
楽
市

コ
ン
ビ
ニ

ろくべえ 笹はら

ガスト

ドン・
キホーテ

●ハムチーズマフィン�150円
●コロッケパン�100円
●そらカレー�350円�＋50円で大盛り��※持ち帰り可�

※価格は税込

焼肉弁当(上) 1,188円
焼肉弁当(上) 1,188円
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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4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ッセージ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ッセージ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ッセージ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！

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
ご意見・ご感想もお寄せください。

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5月31日（月） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「5月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係

※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。

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

11組組22名様名様

丹南ケーブルテレビマスコット
けーぶるん ぬいぐるみストラップ

提供/丹南ケーブルテレビ

本店での夜のお食事（5,000円以上）で使える！
軍鶏家おかめ 商品券500円分

提供/軍鶏家おかめ

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.

33名様名様

1010名様名様
◀お店情報は前ページへ

[サイズ]�高さ10cm
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