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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

周年!!

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 !

6
Jun.  2021

今月の放送内容は 2ページへ▶

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」

５月29日（土）～6月4日（金）

6月26日（土）～7月2日（金）

エンジョイ丹南！山めぐり
日野山 ～中平吹コース～ 初夏の山をゆく（前編）

（出演：王子保地区の皆さん）

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。

４回シリーズで
沿線の史跡や
お店などを紹介！

身近な丹南の
山の魅力をお届け！

百戸の

100歳まで

 がんばるざぁ～

周年!!



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！
※6月26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。

6/19〜 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②〜 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。

● ● 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 6/5〜   あなたの家の耐震改修のすすめ
6/19〜 知って、観て、楽しいフェンシング[再]

さばえ ほっと情報！ 6/12〜 ６月はプライド・マンス！
6/26〜 水害に備えよう！

越前町 いきいき情報局 6/1〜   空き家バンクについて
6/12〜 Ｏ・ＴＡ・Ｉ・ＫＯ響2021

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

週替わりプログラム

6/12〜 阿吽	 鯖江市
焼肉

6/5〜 しろうるし	 越前市
喫茶・器

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〜

6/5〜 慈光保育園 鯖江市

6/12〜 宮崎中央保育所 越前町

6/19〜 草の実保育園① 鯖江市

6/26〜 草の実保育園② 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！

6/26〜 ベホマラ	 越前市
串カツ・焼き鳥

6/19〜 ましゅまろ	 越前市
ジェラート＆ワッフルバー

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。

6/5〜 織田小学校 親子体育大会 越前町

6/12〜
GO!GO!部活動
鯖江中学校 吹奏楽部 鯖江市

6/19〜
熱中！スポーツキッズ 
味真野男子バレーボール
スポーツ少年団 越前市

6/26〜
熱中！スポーツキッズ
福井今立道場 （剣道） 越前市

6/12〜
〜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』  鯖江市新横江地区の巻 鯖江市

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』。
今回は鯖江市新横江地区へ。このほど完成した「ふるさとかるた」
を手に、地域の宝を巡りますよ。どんな出会いが待っているのか、
こうご期待！

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」 

6/26〜 エンジョイ丹南！山めぐり
日野山 〜中平吹コース〜 初夏の山をゆく（前編）

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〜

ケーブルアカデミー 学びの時間 「はじめよう！コミュニケーション手話」
 毎日 午前9：30〜／午後2：30〜／午後9：30〜 他

『手話言語条例』が各市町で施行され、手話が一つの言語として広まりつつあり
ます。コミュニケーションツールの手話を、楽しく気軽に始めてみましょう！

福井PRモデルとして活躍！ 岡﨑 星さん出演 ▼

ケーブルテレビで学ぼう！
新 番 組  サマンサのLet’s SDGs 「第1回 SDGsってなぁに!?」

 毎日 午前11：40〜
今注目のSDGsについて、地域おこし協力隊として	さばえSDGs推進センターを
拠点に活動する川口サマンサさんをナビゲーターに、分かりやすくお伝えして
いきます。第1回は、SDGsの基本や、サマンサさんの活動などについてご紹介。
あなたも、Let’s	SDGs！

6/5〜 初夏 自然に親しもう！

●松本園長の植物図鑑 〜植物の不思議な世界〜[再]  午後1：30〜／午後8：30〜 他
● エンジョイ丹南！山めぐり 

松本淳園長とバンライフの プラントピア夏のベスト5 [再]  午後5：30〜 他
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6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 〈6/5〜6/11〉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　〈6/5〜･6/19〜 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 ［手話］

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 ［再］ ／ 30 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　〈6/12〜･6/26〜 ソラカラタンナン〉

1140 サマンサのLet's SDGs ／ 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 
〈6/8･6/22 
  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！　〈6/12〜･6/26〜 ようこそモデルハウスへ ／ 懐かしの風景〉〈6/19〜 福武線に乗って〉

25 CSチャンネル pick up　〈6/19〜 ソラカラタンナン〉 ／ 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 　〈5/29〜〉福武線に乗って 途中下車の旅　〈6/5〜〉初夏 自然に親しもう！　〈6/12〜〉おたっしゃ珍道中
〈6/19〜〉合田道人のこしの都 神社の謎　〈6/26〜〉エンジョイ丹南！山めぐり

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 ［手話］

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 おたっしゃ珍道中［再］

4
30 子育てTVハピクラ

5
00 丹南見聞録　〈6/5〜･6/19〜 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！　〈6/12〜・6/26〜 福武線に乗って〉〈6/19〜 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〉

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　〈6/5〜･6/19〜 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 ［手話］

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 6月5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。

民家のような佇まいのシェアハウス型ホスピスに常駐
する医師とそこに入居する患者たちの物語です。出演 
は、柴田理恵、岡本麗 他。チケットは一般4,000円

（当日4,500円）、友の会会員3,800円。越前市文化
センター、いまだて芸術館など県内プレイガイドで販売。
※全席指定

日時／6月19日（土） 14：00開演
場所／越前市いまだて芸術館（粟田部町）
問合せ／越前市いまだて芸術館 ☎0778-42-2700

演劇「狸の里帰り」

コロナ禍での日常生活を見つめ直す企画展。人が集う
食卓をテーマに、漆器・焼物・和紙など丹南地域の伝統
工芸品を取り入れたテーブルコーディネートが紹介されます。
入場料は大人100円、小中学生50円。期間中、親子で
楽しめるさまざまなワークショップ（有料）も。

期間／6月12日（土）～7月11日（日） 9：00～17：00 
場所／鯖江市まなべの館（長泉寺町）
問合せ／鯖江市まなべの館 ☎0778-51-5999

企画展
「花×うつわ×暮らし − テーブルをデザインする −」

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」

会員14人と講師が1年間に描いた油絵や水彩画など
約60点が展示されます。入場無料。また、現在メンバー
も募集しています。

期間／ 6月23日（水）～27日（日） 10：00～18：00 
※最終日17：00まで

場所／越前市ふるさとギャラリー叔羅（東千福町）
問合せ／☎090-2099-0951（池田）

武生美翔会 絵画展

福井県陶芸館の開館50周年記念特別展が、前・後期
に分け開催。前期は、越前焼が最も華開いた中世を
中心に、消費地から見た越前焼の価値に迫ります。
入館券は600円、高校生以下・70歳以上300円。

期間／ 6月26日（土）～８月29日（日） 9：00～17：00 
※最終入館16：30

場所／福井県陶芸館（越前町小曽原）
問合せ／福井県陶芸館 ☎0778-32-2174

ECHIZEN BRAND  
「前期」海をわたる褐色のやきもの

丹南地域の写真愛好家グループ フォトＳｕｎＳｕｎクラブ 
の写真展。会員19人が撮影した人物や風景などの 
自由作品50点以上が展示されます。入場無料。

期間／ 6月1日（火）～6日（日） 9：00～17：00 
※1日は13：00から、6日は16：00まで

場所／鯖江市まなべの館（長泉寺町） 1階展示ホール１
問合せ／☎090-3292-6173（佐々木）

フォトSunSun写真展 092ch  市議会放送のお知らせ

■令和３年6月 越前市議会定例会

【生】 6月11日（金） 10：00  【再】 6月14日（月） 18：00

【生】 6月16日（水） 10：00  【再】 6月23日（水） 18：00

【生】 6月17日（木） 10：00  【再】 6月24日（木） 18：00

【生】 6月18日（金） 10：00  【再】 6月25日（金） 18：00

【生】 6月21日（月） 10：00  【再】 6月28日（月） 18：00

【生】 6月22日（火） 10：00  【再】 6月29日（火） 18：00

【生】 7月2日（金）  14：00  【再】 7月5日（月） 18：00

■第429回 鯖江市議会定例会

【生】 5月26日（水） 10：00  【再】 5月27日（木） 18：00 

【生】 6月7日（月）  10：00  【再】 6月10日（木） 18：00

【生】 6月8日（火）  10：00  【再】 6月11日（金） 18：00

【生】 6月9日（水）  10：00  【再】 6月15日（火） 18：00

【生】 6月18日（金） 10：00  【再】 6月21日（月） 18：00

※ 6月18日（金）は、議会の日程が重なるため、越前市は
092ch、鯖江市は093chで生放送。

※議会の進行上、日時の変更が生じる場合があります。

　皆さんこんにちは！6月からスタートする

番組「サマンサのLet’s SDGs」のナビゲー

ターを務めさせていただく川口サマンサです。

放送開始に合わせ、まずは自己紹介したいと

思います！

　私は、子供の頃から日本に興味があり、特

にゲームや音楽が大好きで、大人になったら

日本に移住したいとずっと思っていました。

高校の時に日本語を独学で勉強し、卒業後

すぐに来日しました。しばらくして、国連の友

Asia-Pacificに出会い、そこでさまざまな活動

に携わらせていただきました。もともとジェン

ダー平等などの人権問題にはかなり敏感な

方で、私に何かできることがないかと思いを

巡らせていましたが、国連の友の活動を通じて 

SDGsの目標５である「ジェンダー平等の 

実現」に積極的に取り組んでいる鯖江市を

知り、ここで活動することに決めました。

　世界的に見ると日本は遅れを取っている

というジェンダー平等の課題に、鯖江市が 

取り立てて尽力していることにとても魅力を

感じ、さばえSDGs推進センターのオープン

に合わせて、昨年10月に東京から移住して

きました。現在は、センターを拠点に、SDGs

目標５を中心に啓発活動をしており、個人の

ブログで鯖江をはじめ、国内外のジェンダー

平等の現状などを情報発信しています。ご興

味ある方は、ぜひチェックしてみてください！

　これからは、「サマンサのLet’s SDGs」を

通じて、1人でも多くの人にSDGsの大切さ

と、丹南地域の魅力を伝えていきたいと思っ

ています。

川口サマンサ プロフィール
カナダ出身。地域おこし協力隊として、さばえSDGs推進センターを拠点に活動している。

●ブログ  http://www.samanthainsabae.com

番外編番外編

新連載

◀︎新番組「サマンサのLet’s SDGs」は6月5日（土）スタート！ 詳しくは2ページへ
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.82

「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

売れる漫画家を目指してアシスタント生活を送る山城は、師匠に頼まれて 
スケッチに出かけた住宅街で一家殺人事件を目撃してしまう。警察の取り 
調べで、「犯人の顔は見ていない」と嘘をつく山城。それどころか、犯人を基
にサスペンス漫画「 3

さんじゅうし

4」を描くと、売れっ子漫画家となり、成功を手にした。 
だがある日、その漫画を再現した連続殺人事件が起こり、警察に目をつけられて 
しまう。そんな中、山城の前に殺人鬼・両

もろずみ

角が姿を現して…。

5/28㊎ 【午前十時の映画祭】
ノッティングヒルの恋人

5/28㊎ HOKUSAI

6/4㊎ るろうに剣心 最終章
The Beginning

6/11㊎ 【午前十時の映画祭】
イージー★ライダー

6/11㊎ キャラクター

6/18㊎ クワイエット・プレイス 破られた沈黙

6/18㊎ ザ・ファブル 殺さない殺し屋

6/25㊎ 【午前十時の映画祭】
ロミオ＋ジュリエット

6/25㊎ 夏への扉 ―キミのいる未来へ―

6/25㊎ ピーターラビット２ 
バーナバスの誘惑

6/25㊎ それいけ！アンパンマン
ふわふわフワリーと雲の国

※ 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。

将来を期待される科学者・高倉宗一郎は、養父・松下の遺志を継ぎ、愛猫・ピート
と、松下の娘・璃子との穏やかな生活の中で、研究に没頭する日々 を送っていた。
しかし、研究の完成を目前に罠にはめられ、冷凍睡眠させられてしまう。次に目を
覚ますと、そこは30年後の東京だった…。失って初めて、璃子がかけがえのない
存在だったと気づく宗一郎。人間にそっくりなロボットの力を借り、未来を変えようと
決意する。ロバート・A・ハインラインのSF小説、世界初映画化。

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「キャラクター」製作委員会

©2021 映画「夏への扉」製作委員会

キャラクター
【監督】永井聡　【出演】菅田将暉、Fukase(SEKAI NO OWARI) 他

二人の共作、それは連続殺人事件

1995年の僕と、2025年の僕で、絶対に、君を救う

夏への扉 ―キミのいる未来へ―
【監督】三木孝浩　【出演】山﨑賢人、清原果耶 他

公開作品スケジュール6/11
公開

6/25
公開

てっぱん真夏
「心と鉄板をあたためる」をモットーに、お好み焼きやもんじゃ焼き、その他オリジ
ナルメニューを提供する鉄板焼きの店。客の声を積極的に聞き、そのメニューも
進化を続けます。元気で明るいスタッフの出迎えで、楽しい鉄板パーティーを！
越前市横市町34-14-1
☎0778-78-9202
営  17：00～24：00（L.O.23：00）
休  火曜日／第2・4水曜日

笹はら

ガスト

マクドナルド

クスリの
アオキ

ドン・
キホーテ

国
道
8
号

武生
楽市

●豚カレーチーズ玉 990円
●明太もちチーズもんじゃ 990円
●トマトの輪切り＆イベリコ豚の厚切りベーコン 1,100円

※価格は税込

ぽんた工房
伝統工芸「水引細工」を使ったのし袋や雑貨、アクセサリーなど、可愛らしい手
作り作品が並びます。縁起のいい水引が、さまざまな形にアレンジされ、見ている
だけで心が温まります。予約制で水引体験も実施（初回 2時間2,000円）。
鯖江市有定町2丁目1-7
☎0778-51-5985
営［月～金］予約制 ［土･日］10：00～18：00
　※詳しくはホームページをご覧ください
休 不定休

ワ
イ
プ
ラ
ザ

嚮
陽
会
館

コ
ン
ビ
ニ

マ
ク
ド
ナ
ル
ド

●〈 水引レッスン〉希望の作品作り（季節の花のリース、置物など） 
2時間 3,000円　2時間以上 3,500円

●高級水引 ばら売り1本20円（100種以上）

※価格は税込
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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5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6月30日（水） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「6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

おたっしゃ珍道中に出演中 ！
百戸 田吾作 ミニタオル 1枚

提供/丹南ケーブルテレビ

てっぱん真夏 お食事券1,000円分
提供/てっぱん真夏

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.

22名様名様

44名様名様

◀お店情報は前ページへ

[サイズ] 約20.5cm×20.5cm
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「一歩踏み出してみたい」という気持ちは、
いつまでも持ち続けていたい。

『まいどわいど生放送』や『ニュース＆トピックス たん９』の
特集コーナー『気になる！くらしと気象』に出演の
気象予報士 村田さんにインタビュー！

――改めて、気象キャスターってどんなお仕事ですか？
気象情報を皆さんにお伝えする上で大事なのは、分かりやすさ。 
数字などデータの正確さはもちろん、老若男女どんな人にも伝わる
よう言葉も慎重に選びます。与えられた時間に応じて必要な情報
をお伝えできるよう、天気の勉強を欠かさず、普段の生活でも言葉
や言い回しにアンテナを張っています。気象キャスターの使命は、
いざというときに気象災害から人を守ること。気象災害が多い
近年、自分の言葉が皆さんに与える影響の大きさを感じ、緊張感
を持って仕事に取り組むようにしています。

――気象予報士を目指したきっかけは何でしたか？
社会人になり半導体を販売する仕事に携わっていたのですが、
日々の忙しさに追われ、人生について少し悩んでいる時でした。 
会社を辞めて独立・起業した友人の言葉。「探していた自分によう 
やく出会えた」。これがきっかけとなり、自分が何をやりたいか 
真剣に考えるようになったんです。人に伝えるという仕事、人の心
を動かす仕事がしたかったんだなぁと、興味があった気象予報士
を目指すことになって。仕事を続けながら時間をやりくりし、1年半
勉強を続けて、2001年に3回目のチャレンジで国家試験に合格
しました。その後、前職の経験を活かして、北陸を中心に営業に
回ったんです。

――気象予報士としての活動の始まりですね。
実は、初めての仕事は、丹南ケーブルテレビの災害時の緊急生放送
でした。今でも覚えています。翌年には、天気に関する番組『なる
ほど！お天気生活』をやらせてもらうことになって。気象予報士 
という専門的な立場から、天気の面白い話や身近な話題などを 
お伝えしてきました。テレビ局
の現場を間近で見させていた
だき、番組制作や解説業務に
ついて学ばせてもらったことは
何ものにも代えがたい経験で
あり、私の原点とも言えると思
います。

―― 気象予報士として今年で20年目だそうですが、 
今後の展望は？

気候変動や地球温暖化、エネルギーにまつわる話も、皆さんに
もっと分かりやすくお伝えできないかなと考えています。３年前、
全国の気象予報士や環境問題に取り組んでいる方とお話しする
機会がありました。地球環境を常に意識し、地球と人命を守る 
ために必要なことを熱く胸の内に持ち、真摯に気象に向き合う人
たちの姿を見て、自分にも何か役立てることはないかと思うように
なりました。毎日の天気予報
業務にきちんと取り組むという 
のは基本ですが、枠は設けずに 
活動の幅を広げていきたい、

「一歩踏み出してみたい」と 
いう気持ちは、いつまでも持ち
続けていたいなと思っています。

村田光広 気象予報士（52）

敦賀市在住。県内外で気象キャスター
として活躍。趣味は広島カープ野球 
観戦で、幼少期からの大ファン。一番
の思い出は、中学３年生の修学旅行
で、広島カープの選手と宿泊先が一緒
になったこと。当時の投手・北別府学
選手にもらったサインは今でも宝物。
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