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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

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。

たんなん旅×
英会話

一緒に旅行気
分を味わおう

!!

ケーブルアカデミー 学びの時間

ケーシー先生のゆかいな英会話
～Travel to Tannan～

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 !

8
Aug.  2021

Shining ～丹南の子供たちの輝き～
もっと見せます夏季総合競技大会

マンドリン
コンサート2021

8月15日(日)・22日(日) 午前8：00～11：00 ８月7日（土）～13日（金）

武生高校OB合唱団
第14回演奏会
８月14日（土）～20日（金）

週替わりプログラム みんなのステージ 特別番組

制作協力：U.F.O.アカデミー



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！
※8月21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。

● ● 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 8/14〜 -ECHIZEN- 千年未来工藝祭 2021
8/28〜 きれいな水環境を次の世代に

さばえ ほっと情報！ 8/7〜   知っておこう！空き家対策
8/21〜 子育てパパを楽しもう！スペシャルファミリーデー

越前町 いきいき情報局 8/7〜   大学生等生活支援給付金について
8/21〜 洪水ハザードマップを活用しよう

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

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〜

8/7〜 認定こども園 北新庄① 越前市

8/14〜 認定こども園 北新庄② 越前市

8/28〜 西徳寺保育園 越前町

元気キッズが将来の夢を発表！二十歳になる頃に
再放送します。

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。

8/7〜
熱中！スポーツキッズ
立待フットボールクラブ 鯖江市

8/14〜
高校総体に向け!!
武生高校 山岳部 越前市

8/28〜
さばえSDGs推進センター夏休み環境講座

「SDGｓ × 電気」 鯖江市
8/28〜

〜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』 越前町朝日地区の巻 越前町

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』。
幸若舞発祥の地であり、歴史文化あふれる越前町朝日地区は
住民の皆さんも元気いっぱい！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〜！

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 
「ケーシー先生のゆかいな英会話 〜Travel to Tannan〜」

 毎日 午前9：30〜／午後2：30〜／午後9：30〜 他
ケーシー先生とその仲間たちが、丹南の名所を訪ねます。旅行に役立つ簡単
な英会話も紹介。Check it out！（制作協力：U.F.O.アカデミー）

ケーブルテレビで学ぼう！
サマンサのLet’s SDGs 

「サステナブルツーリズムで広がる町の魅力 越前町観光連盟」 越前町

 毎日 午前11：40〜
教育の面から修学旅行を誘致する観光連盟を紹介。あなたも、Let’s SDGs！

8/14〜 越前市

まるじん商店
焼きしゃぶ・パフェ

8/28〜 鯖江市

真
しんがんきょうてん

眼鏡店

8/7〜 鯖江市

ささきミート
精肉

武生高校の合唱部OBで結成したグループによる演奏会。世界
の民謡、メンバーが青春時代に歌った思い出の曲、東日本大震災
をきっかけに作られた曲などを心を一つに歌い上げます。
収録：７月１１日 越前市文化センター

8/14〜  みんなのステージ
武生高校OB合唱団 第14回演奏会 越前市  

週替わりプログラム

福井マンドリンクラブと、越前市文化センターのマンドリン教室 
受講生が、馴染みのある歌謡曲や演歌など、さまざまな曲を 
演奏します。また、ふくいコカリナアンサンブルもゲスト出演。 
多彩なステージをお楽しみください。
収録：７月３日 越前市文化センター

8/7〜  みんなのステージ
マンドリンコンサート2021 越前市  

放  １５日(日)・２２日(日) 午前8：00〜11：00
中学生最後の大会となる夏季大会。鯖丹・南越の各地区大会の
模様を拡大版でお送りします。輝く子供たちの勇姿を、ぜひご覧
ください！

立待フットボールクラブ

特別
番組  Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜 

もっと見せます夏季総合競技大会
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8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。

●8月15日（日）、22日（日） 午前8：00〜11：00は、「笑顔応援プロジェクト Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜 もっと見せます夏季総合競技大会」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 〈8/7〜8/13〉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　〈8/7〜･8/21〜 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 ［英会話］

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　〈8/14〜9/3 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 
〈8/10・8/24 
  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
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00 コロナビ ／ 05 丹南のお店情報番組 みせばん

115 E〜仲間たち！　〈8/14〜･8/28〜 ようこそモデルハウスへ ／ 懐かしの風景〉〈8/21〜 福武線に乗って〉

30  週替わりプログラム 
〈8/7〜〉マンドリンコンサート　〈8/14〜〉武生高校OB合唱団演奏会　〈8/21〜〉再放送　〈8/28〜〉おたっしゃ珍道中

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 ［英会話］

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　〈8/7〜･8/21〜 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！　〈8/14〜・8/28〜 福武線に乗って〉〈8/21〜 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　〈8/7〜･8/21〜 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 ［英会話］

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 8月7日からの番組表です。

一部の自主制作番組は、8月21日（土）から8月27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
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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。

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」

「これが水辺のニューノーマル」 リバキャン

日野川河川緑地公園に2日間限定で、キャンプ宿泊が
できるフリーサイトがオープン。また、1日500円フリー券
の購入で、Eボードなど川遊びも体験できます。デイキャ
ンプや体験のみの参加もOK。※直火や薪、炭の使用
は厳禁。詳しくは、環境文化研究所まで。

日時／  8月7日（土） 10：00 開始  
8日（日） 16：00 終了

場所／日野川河川緑地公園 左岸（越前市堀川町）
問合せ／環境文化研究所 ☎0778-25-6051

「歌おう！夢と希望 そして未来へ」をテーマに、夏の童謡・
唱歌メドレーや、合唱曲「時の旅人」、「走る川」など、
10曲以上を披露します。また、団員によるハンドベルの
演奏も。入場無料（当日ロビーにて整理券配布）。

日時／8月22日（日） 12:30 開場  13：30 開演
場所／越前市文化センター

合唱団「武生」サロンコンサート

応募資格は、中学生以上で越前市在住の方、または
市内に通勤・通学、市内の写真クラブ所属の方です。
出品料は無料。テーマは自由。白黒・カラーは問いま
せん。ただし、プリントされた作品に限ります。一般の部

（額装かパネル張り、A4～全紙サイズ、1人1点まで）、
お気に入り写真の部（額装なし、はがきサイズ～A4 
サイズ、1人5点以内）から応募できます。
※詳細は、【越前市ふるさとギャラリー叔羅】で検索。

提出／8月8日（日）まで
展示／ 8月25日（水）～8月29日（日）  

10：00～18：00 
※入館17：30まで、最終日16：00まで

休館日／月曜日
申・問／ 越前市ふるさとギャラリー叔羅  

☎0778-23-5811

越前市民写真展 作品募集

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、越前焼が最も華ひらいた中世を
中心に、消費地から見た越前焼の価値に迫ります。
料金は、福井県陶芸館・越前古窯博物館 共通入館券
800円、福井県陶芸館入館券600円、高校生以下・
70歳以上300円。

期間／ 8月29日（日）まで  
9：00～17：00 
※入館16：30まで

場所／福井県陶芸館（越前町小曽原）
休館日／8月2・10・16・23日
問合せ／福井県陶芸館 ☎0778-32-3262

ECHIZEN BRAND 
「前期」 海をわたる褐色のやきもの

越前市を拠点に、聴覚や触覚を使った新しい手法を模
索しながら作品づくりに取り組む現代芸術家・八田豊さ
んの作品展。紙漉きの原料である「楮」の樹皮を画面
に貼り合わせる「流れ」シリーズをはじめ、油彩画、カー
ヴィング作品などが展示されます。観覧料500円、高校
生以下・障がいのある方とその介護者は無料。

期間／ 9月12日（日）まで 10：00～18：00 
※入館17：30まで

場所／ 武生公会堂記念館 展示室２・３ 
（越前市蓬莱町）

休館日／8月2・10・16・23・30日、9月6日
問合せ／武生公会堂記念館 ☎0778-21-3900

企画展
「視覚を超えて 八田豊 ―90歳、さらなる挑戦」

市民の生活に寄り添った鯖浦線をはじめ、現在の福井
鉄道や令和５年度に敦賀延伸開業予定の北陸新幹線
まで、鯖江を走る鉄道の軌跡を、関連資料やジオラマ
作品などでたどります。また、関連ワークショップも。観覧
料は大人200円、小中学生100円、市内の小中高生は
無料。

期間／7月31日（土）～8月31日（火） 9：00～17：00
場所／鯖江市まなべの館（長泉寺町）
休館日／8月2・10・16・23・30日
問合せ／鯖江市まなべの館 ☎0778-51-5999

鯖江を駆け抜けた鉄道展

　夏といえば海！今回は目標14「海の豊かさ

を守ろう」を紹介します。こ

れは「海や海の資源を保全

し 持続可能な形で利用す

る」をテーマに、海洋汚染･

過剰漁業の防止、生態系の回復などを目指し

ています。

　海の資源は「有限」のため、私たち地球に

住む一人一人に、海の環境や水産物を大切

にし、持続可能な形にする責任があります。

それが、地球環境や地域経済にも関係します。

　まず、目標14の大きな問題の一つとして、

水産物の獲り過ぎが挙げられます。なんと、 

世界の魚介類の約31.5％が獲られ過ぎて 

いて、このままだと海の資源を利用できなく

なってしまう恐れがあります。

　また、ゴミの問題もとても深刻です。海に

流れるプラスチックゴミ（ペットボトルやレジ

袋など）は年間800万トンで、2050年には、

それが魚の量を上回るといわれています。

　この数字を見てあぜんとするかもしれませ

んが、私たちにできることの一つとして、なる

べくプラスチック製品を使用しないという心

掛けが大切です。例えば、プラスチックで過

剰包装されていないものや、それ以外のパッ

ケージのものを買う習慣を付けると、プラス

チックゴミの削減につながり、結果的に海の豊

かさを守ることに大きく貢献できます。

　みんなで、プラスチックの使用について

考えてみませんか？

番外編番外編

川口サマンサ プロフィール
カナダ出身。2011年に来日。2013年から、国連の友Asia-Pacificで活動したことをきっかけに鯖江市を知り、2020年、地域おこし協力隊
として鯖江市に移住。さばえSDGs推進センターを拠点に、SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」を中心に取り組んでいる。

●ブログ  http://www.samanthainsabae.com

◀︎番組「サマンサのLet’s SDGs」については前ページへ

第3回

＊各会場ではマスクの着用にご協力ください
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.84

「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

松竹映画100周年記念作品として、人気作家・原田マハの小説を山田洋次
監督が映画化。ギャンブル好きなゴウは、妻と娘に見放されたダメ親父だった。
そんな彼が愛してやまないものが「映画」。若き日のゴウは助監督として、時代を
代表する名監督やスター女優、映写技師のテラシン、撮影所近くの食堂の 
看板娘・淑子に囲まれながら夢を追い求め、青春を駆け抜けていた。だが、 
初監督作品の撮影初日に転落事故で大怪我を負ってしまい…。

7/29㊍ ジャングル・クルーズ

7/30㊎ 映画クレヨンしんちゃん 
謎メキ！花の天カス学園

8/6㊎ 【午前十時の映画祭】 ターミネーター

8/6㊎ ワイルド・スピード／ジェットブレイク

8/6㊎ キネマの神様

8/6㊎ 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 
ワールド ヒーローズ ミッション

8/13㊎ 【午前十時の映画祭】 ターミネーター2

8/13㊎ 妖怪大戦争 ガーディアンズ

8/20㊎ 【午前十時の映画祭】 真昼の決闘

8/20㊎ 孤狼の血 LEVEL2

8/20㊎
かぐや様は告らせたい 
～天才たちの恋愛頭脳戦～ 
ファイナル

8/27㊎ 鳩の撃退法

8/27㊎ アーヤと魔女

8/27㊎ 夢判断、そして恐怖体験へ

※ 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。

フォッサマグナに眠る古代の化石たちが一つに結集し、巨大な妖怪獣へと姿を
変えた！向かう先は東京。このまま妖怪獣の進撃を許せば、人間も妖怪たちも 
タダでは済まない。この危機に、伝説の武神「大魔神」の力を借りるため、伝説 
の妖怪ハンター・渡

わたなべのつな

辺綱の血を受け継ぐ気弱な少年・渡辺ケイに白羽の矢が
立ったが、間違えて弟のダイが妖怪たちに連れ去られてしまう！ダイを助ける 
ため、ケイは謎の妖怪剣士・狐面の女の導きで大魔神のもとへ向かうが…。

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「キネマの神様」製作委員会

©2021『妖怪大戦争』ガーディアンズ

キネマの神様
【監督】山田洋次　【出演】沢田研二、菅田将暉 他

あの人を愛したから、その神様に出会えました。

妖怪と共に世界を救え！この夏、最強の超ド派手ファンタジー！

妖怪大戦争 ガーディアンズ
【監督】三池崇史　【出演】寺田心、杉咲花 他

公開作品スケジュール8/6 
公開

8/13
公開

ロハスかふぇ はぐもぐ店
越前市産減農薬栽培のコシヒカリで作る、米粉のパンやピザ、地場野菜を
ふんだんに使ったお惣菜などを提供。砂糖はてんさい糖、卵は使わないと
いうこだわりの製法で、美味しく、身体に優しいメニューを用意しています。
越前市高瀬二丁目3
☎090-2125-0879
営  10:00～19:00
休  月曜日

武生西小

中央図書館
文化センター

武生中央公園
●ツナマヨぱん、高菜ぱん、コーンぱん、あんぱんなど  各129円
● オープンサンド 

ハムチーズ、コロッケ、メンチカツ  各270円

※価格は税込

レストラン 夢
ゆ め や

屋
雑木林に囲まれ、ひっそりと佇む白壁の本格西洋料理の店。素材の良さを 
とことん突き詰め「本当に良いもの」を追求しています。店内の柱には、著名人
のサインがびっしり。県外にもファンが多く、長年にわたって愛されています。
越前市東千福町7-15
☎0778-21-0631 ※ご来店前にお電話ください
営［ランチ］11:00～14:00　［ディナー］17:00～
休 木曜日
　※騒がしいお子様の入店はご遠慮ください。

紫式部公園

橋本整形外科

南越消防組合消防本部

● 牛ヒレのエスカロップ 蒸し焼き風 
ランチ：1,780円　ディナー：2,950円

●20～50人で貸切可（12人までで利用できる個室あり）

※価格は税込
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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・ご感想もぜひお寄せください。
※ご契約書に記載の住所・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。

時短でシェフの味！蒸し･低温･発酵調理まで
アイリスオーヤマ 80種のメニュー付
電気圧力なべ 4.0L 提供/QVC

松竹映画100周年記念作品 山田洋次監督最新作
キネマの神様 鑑賞券(ムビチケ)
 提供/衛星劇場HD

1.

2.

スペシャルプライスや、全時間に特別価格商品をご紹介。 
人気ブランドや話題の品をお得に手に入れるチャンス！

※�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。

QVCサマーフェスタ 
ゴールデンホリデイ

〈放送日〉1日（日）、8日（日）

QVC 8月のオススメ

松竹大船撮影所50周年記念作品。松竹大船撮影所への移転
直前、昭和８、9年の蒲田撮影所を舞台に、映画作りに情熱を
燃やす人々の人生をオールスターキャストで描く。

©1986松竹株式会社

キネマの天地
〈放送日時〉
1日（日） 午後5：30 
7日（土） 午後7：15 他

〈監督〉山田洋次
〈出演〉中井貴一、有森也実 他

衛星劇場 8月のオススメ

1名様

1010組組2200名様名様

レストラン夢屋 お食事券1,000円分
提供/レストラン 夢屋

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. 4.

11組組22名様名様

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8月31日（火） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「8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

◀作品情報は前ページへ

[商品内容] ・本体 
・計量カップ 
・蒸しプレート 
・電源コードセット 
・レシピブック

[サイズ] 32×33.4×23.2cm
[重　　量] 4.5Kg
[容　　量] 調理容量：2.6L 

満水容量：4.0L
[消費電力]1000W

5名様

メールアドレス
smiletv@t-catv.co.jp

写真または動画を添付して、LINEまたはメールでご応募ください。

※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります。

8月生まれ8月生まれ8月生まれ
募集中

LINE メール

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

【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

まいどわいど生放送で紹介

※画像はイメージです。

プレ
ゼン
トも

ある
よ♪

©2021「キネマの神様」製作委員会
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 8月はめがね特 集！ 

今年は県内で、
めがねづくしの夏を
楽しもう！

鯖江市の中心にある、赤いめがねをかけた
ビル「めがね会館」。その1・２階が「めがね
ミュージアム」です。中には、福井・鯖江産の
最新・人気モデルを販売する「めがねShop」
をはじめ、100年前のめがね作りの道具や
技法、時代ごとのめがねの形の変化が学べる

「めがね博物館」、WEBで事前予約をすれば
1からめがね作りなどが楽しめる「体験工
房」が。さらに、見学の合間に一休みできる

「MUSEUM CAFE」も。鯖江とめがねの
魅力がギュッと詰まった施設です。

全国から めがねファンが集まる めがね好きのための、めがねづくしの2日間。めがね供養に始まり、めがね関連グッズやグルメの販売、ワーク
ショップ・体験ブースなどが出店。さらに、めがねの作り手と使い手が出会える「POP UP GALLERY」や、某バラエティ番組で取り上げられ話題と
なった「めが盛り」競技など、産地ならではのおもしろ企画が盛りだくさんです。

めがねミュージアムって、
どんなところ？

めがねフェスって？

会場まで来られない人のために、会場の様子を生配信するオンラインツアー（要WEB申し
込み）や、めがねミュージシャン・アイドルのステージをライブ配信予定。“会いたい人も、会
えない人も、めがねを通してつながることのできる、新しいフェス”を目指す実行委員の皆
さんの想いと、趣向を凝らした「めがねフェス」に注目です！

熱中症にご注意！ フェス期間中は、めがねミュージアムが閉館となるため、代わりに会場横の芝生広場を「めがねPICNIC area」として解放。フェス期間中は、めがねミュージアムが閉館となるため、代わりに会場横の芝生広場を「めがねPICNIC area」として解放。
ポップアップテントや折りたたみイスの持ち込みOK。真夏の暑さ対策を万全に、めがねフェスを満喫しよう！ ポップアップテントや折りたたみイスの持ち込みOK。真夏の暑さ対策を万全に、めがねフェスを満喫しよう！ 

※新型コロナの影響で、イベントが変更になる場合があります。※新型コロナの影響で、イベントが変更になる場合があります。

日本製めがねフレーム生産の約90％を
占める福井県。中でも鯖江市は、国内唯一
のめがね産地です。今月はそんな“めがね”
にスポットを当て、身近なものだけど なか
なか知らない“めがね”について学べる施設

「めがねミュージアム」をご紹介。コロナ禍
だからこそ、地元の良さを再発見！夏休み
の自由研究にもオススメです♪

ト
イ
レ
の

　
マ
ー
ク
に
も

　
　
　
　
め
が
ね
！

カフェ 博物館

越前市にある自家焙煎珈琲の店 たち
ばな屋の厳選されたコーヒーや、鯖江
市内の洋菓子店から取り寄せたケー
キを味わって、ほっと一息。

美空ひばりや石原裕次郎ら著名人が
使っていためがねやサングラスも展
示。気になるあの人は、どんなめがねを
使っていたのかな？

施設内だけじゃない！外にも…
JR鯖江駅から「めがね会館」までの
道のりにも“隠れめがね”が。皆さんも 
ぜひ、歩いて探してみてください♪ 

こんなものまで！？ めがね供養塔

「めがね会館」の敷地内に、めがねの供養塔があるのをご存知ですか？ 
ここでは、もう使わなくなった、なかなか捨てられない…など、お世話に
なっためがねに感謝・お別れをする めがね供養が、毎年「めがねフェス」
の開催と同時に行われているんです。

「めがめよ、ありがとう。」

●めがねフェス
日　時／8月7日（土）10:00～20:00、8日（日）10:00～16:00
場　所／ めがねミュージアム 

鯖江市文化センター前駐車場特設会場（新横江）
問合せ／福井県眼鏡協会 ☎ 0778-52-9111
フェス期間中、供養するめがね持参（無料）で景品が当たる「めがねみくじ」が引けます！

今年のテーマは 「 めがねに、会いたい。」

めがねフェスHPは
コチラ 

玄
関
の
オ
ブ
ジ
ェ

玄
関
の
オ
ブ
ジ
ェ

　
　
よ
ー
く
見
る
と
…
！

　
　
よ
ー
く
見
る
と
…
！

目
指
せ
、

目
指
せ
、

　
チ
ャ
ン
ピ
オ
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チ
ャ
ン
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オ
ン

　
　
　

　
　
　  

記
録
更
新
！

記
録
更
新
！
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～  体質改善につながる歩き方を学びませんか？ ～

●お申し込み

越前市健康増進課 ☎0778-24-2221

越前市AW-Iスポーツアリーナ

令和3年

運動しやすい服装、マスク、内履き、タオル、飲み物 など
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

会　　場

服装・持物

日　　時

講　　師

越前市 ＆ 丹南ケーブルテレビ協働企画 定　員

80名
参加無料
先
着

※事前申込が必要です。

パワーウォーキング実技講習会
「歩く」を習慣に！

（越前市高瀬2丁目8-23  ☎0778-22-6395）

※受付は午後１：00から
午後１：30～３：00

モスクワ五輪金メダリスト
（50㎞競歩）の故ハート
ヴィッヒ・ガウダー氏が考

案。個人の心拍数に合わせたスピード設
定や足の着き方、歩幅、正しい姿勢など
が基本条件とされ、体脂肪の燃焼や新
陳代謝の促進、生活習慣病の予防など
につながり、体質改善が期待される。

パワー
ウォーキン

グ
とは？

宮本真由美さん

丹南ケーブルテレビ
健康事業アドバイザー

全国ラジオ体操連盟1級指導士、パ
ワーウォーキング指導員など所有資格
多数。2012年県内初のラジオ体操1
級指導士の資格を取得した第一人者。
また同年12月にはパワーウォーキング
指導員の資格も取得。ラジオ体操とパ
ワーウォーキングの相乗効果を引き出
せる指導であると好評を得ている。 入浴施設やスポーツジムなどで便利に使えるメッシュバッグ

と中身が見えにくい巾着ポーチのセット。シャンプーやボディ
ウォッシュといった小物をひとまとめにできて機能性抜群！

アクティブ
スパバッグ

参加記念品

※色は選べません

※イメージです

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または延期する場合があります。

9月19日（日）

または電子申請
（右記QRコード）まで

（８月２３日　  午前９：００から受付開始）月

丹南ケーブルテレビ


