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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

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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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。

親子で
作ってね！

制作協力：越前市教育委員会　　出演：越前市給食調理員の皆さん

放毎日 午前9：30～／午後2：30～／午後9：30～ 他

9月5日（日） 午後3：00
「オープニングコンサート」
9月8日（水） 午後7：30
「ロマン派の森の中へ 伊藤恵プロデュース１」　
9月10日（金） 午後7：30
「細川俊夫と仲間たち」

武生国際音楽祭2021生放送

※詳しいプログラムは「武生国際音楽祭」のホームページをご確認ください

県内のケーブルテレビ局が連携し、来春の甲子園出場を
目指す球児たちの熱闘を、準決勝から決勝まで生放送で
お伝えします。

　　　　第144回
北信越地区高等学校野球福井県大会（秋季）

※天候により日時は変更になる場合があります

準決勝
9月23日（木・祝） 午前9：15

決勝・3位決定戦
9月25日（土） 午前9：15

生放送



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！
※9月25日は放送休止

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 9/11〜 今ならおとく！つくろう、マイナンバーカード
9/25〜 必見！菊づくりの技 

さばえ ほっと情報！ 9/4〜   あなたの勇気が命を救う〜9月9日は救急の日〜
9/18〜 認知症を予防しましょう

越前町 いきいき情報局 9/4〜   蟹と水仙の文学コンクール 作品募集
9/18〜 文化歴史館 展覧会のご案内

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

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

9/4〜 国高幼稚園	 越前市

9/11〜 二葉保育園①	 越前市

9/18〜 二葉保育園②	 越前市

9/25〜 朝日南保育所	 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。

9/18〜 〜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』	鯖江市片上地区の巻	 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』。
文殊山のふもと鯖江市片上地区は、自然と歴史、そして笑顔が
あふれる地域です。どんな出会いが待っているのか、お楽しみに。

うらが
みんなんとこ
行くざ〜！

9/25〜  鯖江市小学校連合体育大会	 鯖江市

鯖江市内12校の小学生が、100ｍ走やボール投げ、走り幅跳びなどの種目で競い合います。子供 
たちの活躍を、ぜひご覧ください。
収録：鯖江市東公園陸上競技場

丹南のお店情報番組 みせばん

9/11〜 越前市

Cafe	Dining	B
ボンド
OND

9/18〜 鯖江市

三六酒場まるこめ
居酒屋

9/25〜 鯖江市

果茶	GOU	CHA
カフェ

9/4〜 越前市

G
グロット
ROTTO

ボルタリングジム

「歌おう！愛と希望 そして未来へ」をテーマに、夏の童謡をはじめとした多彩な曲を、思いを込めて
歌い上げます。心を一つにした美しい歌声をぜひお楽しみください。
収録：8月22日 越前市文化センター

9/11〜  みんなのステージ
合唱団「武生」サロンコンサート	 越前市		

週替わりプログラム

福井鉄道福武線の車窓から見えるのどかな風景。４回シリーズ 
途中下車の旅では、沿線の駅周辺の街並みを巡り、その地域
ならではの魅力を再発見します。今回は、サンドーム西駅～
鳥羽中駅編です。

9/4〜 福武線に乗って
途中下車の旅②「サンドーム西駅〜鳥羽中駅編」	 鯖江市

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。

9/4〜
熱中！スポーツキッズ		軟式野球チーム
北日野マウンテンズ	 越前市

9/11〜
GO！GO！部活動
武生第二中学校	吹奏楽部	 越前市

9/18〜 丹南高校学校祭	体育大会	 鯖江市

9/25〜
オンラインで海外交流	武生東高校
ワールドハピネスフォーラム	 越前市

北日野マウンテンズ

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〜

ケーブルテレビで学ぼう！
サマンサのLet’s SDGs 

「脱プラへ一歩！子供たちへの愛情おにぎりシート 見延洸叡さん」 越前市		
	毎日	午前11：40〜

創意工夫で紙のおにぎりシートを開発した見延さんをご紹介。あなたも、Let’s SDGs！

ケーブルアカデミー 学びの時間 
「スクールキッチン おうちでかんたん！学校給食」
	毎日	午前9：30〜／午後2：30〜／午後9：30〜	他

越前市の学校給食で提供しているメニューを学校調理員の皆さんが紹介。  制作協力：越前市教育委員会

●9/4～    回鍋肉（国高小）・汁ビーフン（坂口小）　
●9/11～ スタミナ炒め（武生東小）・ひじきのマヨネーズ和え（北日野小）
●9/18～ 魚の南蛮漬け（神山小）・福井のめぐみ汁（岡本小）　
●9/25～ 魚でんぶの三食丼（武生西）・野菜のカレースープ（白山小）
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9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。

●9月5日（日） 午後3:00、9月8日（水）・10日（金） 午後7:30は、「武生国際音楽祭2021」を生放送。
●9月23日（木・祝）・25日（土） 午前9:15は、「第144回北信越地区高等学校野球福井県大会（秋季）」を生放送。（雨天変更あり）
○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 〈9/4〜9/10〉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　〈9/4〜･9/18〜 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 ［学校給食］

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　〈9/11〜10/1 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 
〈9/7・9/21 
  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

115 E〜仲間たち！　〈9/11〜･9/25〜 ようこそモデルハウスへ ／ 懐かしの風景〉〈9/18〜 福武線に乗って〉

30  週替わりプログラム 
〈9/4〜〉福武線に乗って 途中下車の旅　〈9/11〜〉合唱団「武生」サロンコンサート　〈9/18〜〉おたっしゃ珍道中　〈9/25〜〉鯖江市小学校連合体育大会

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 ［学校給食］

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　〈9/4〜･9/18〜 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 笑いヨガに挑戦［再］

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！　〈9/11〜・9/25〜 福武線に乗って〉〈9/18〜 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　〈9/4〜･9/18〜 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 ［学校給食］

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 9月4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。

洗心書道展

一般公募（小中高生を含む）と洗心書道会会員の、�
漢字・仮名・現代文体などの作品が展示されます。18日
の13：30から書道パフォーマンスの披露も。観覧無料。

期間／��9月17日（金）～19日（日）��
10：00～18：00�※最終日は16：00まで

場所／ショッピングセンターSIPY（越前市新町）
問合せ／事務局�☎�0778-23-1721（関恵山）

いけばな小原流福井支部の花展。伝統的なものから、
現代空間に合った新しいもの、季節の花を使ったもの�
など、会員の作品�約40点が展示されます。観覧無料。

日時／9月�25日（土）10：00～17：00�
26日（日）10：00～16：00

場所／鯖江市まなべの館（長泉寺町）
問合せ／�小原流福井支部��

☎�0776-36-7777（森川）

花の輪・人の輪―みんなの花展
福井支部鯖江地区花展

申し込み時、鯖江市の伝統織物�石田縞の生地20cm
（幅37cm）が無料配布されます。参加対象は高校生
以上で、本人が製作した未発表作品に限ります。その
他、詳細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／�9月１日（水）～10月8日（金）�
９：00～17：00（土・日・祝日は休館）�
※提出期限は10月15日（金）まで

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

62人の作家が制作した洋画、工芸、彫刻など７部門の�
作品�約70点が展示されます。観覧無料。

期間／�9月8日（水）～12日（日）�
10：00～17：30�※最終日は16：00まで

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

丹南芸術家協会展

　真夏ですね！日本の暑さには慣れないけ
れど、母国カナダではあまり体験できない
ので、最近は好きになってきました。しかし
今、カナダで異常熱波が起こっていること
を知ってびっくりしたので、今回はカナダに

ついて。
　今年6月末、カナダ西部の気温は観測史
上最高気温49.6℃を記録。6月の平均最
高気温が25℃の地域で、この猛暑は致命
的です。カナダは日本と比べて湿気が少な
いため、気温が上がれば上がるほど自然発
火が起きやすくなります。6月末は自然発
火が多発し、山火事でリットンという人口
数百人の村の90％が焼失しました。
　また、海辺も熱波に襲われました。専門
家によるとムール貝やアサリなど10億も
の海洋生物が死んだ可能性があるそうで、
熱波が続くと生態系全体に影響を及ぼすと
もいわれています。
　こういった異常気象が起こっているのは、 

間違いなく気候変動が進んでいるから
だと思います。環境に関するSDGs目標
13、14、15ですが、目標達成度はまだ
まだです。毎年ケンブリッジ大学が公表
している「持続可能な開発報告書」の
2021年版によると、カナダも日本も、この
三つの目標には、まだ重大な課題が残って
いるということです。

　地球は一つしかないということを忘れず
に、なるべく環境に配慮した生活を心掛け
ましょう！

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4回

＊各会場ではマスクの着用にご協力ください

092ch  市議会放送のお知らせ

■令和３年9月 越前市議会定例会
【生】�8月30日（月）� 午前10時～
【再】�8月31日（火）� 午後6時～

【生】�9月��2日（木）� 午前10時～
【再】�9月��3日（金）� 午後6時～

【生】�9月��3日（金）� 午前10時～
【再】�9月��9日（木）� 午後6時～

【生】�9月��6日（月）� 午前10時～
【再】�9月13日（月）� 午後6時～

【生】�9月��7日（火）� 午前10時～
【再】�9月14日（火）� 午後6時～

【生】�9月��8日（水）� 午前10時～
【再】�9月15日（水）� 午後6時～

【生】�9月21日（火）� 午後2時～
【再】�9月24日（金）� 午後6時～

■第431回 鯖江市議会定例会
【生】�8月25日（水）� 午前10時～
【再】�8月26日（木）� 午後6時～

【生】�9月��6日（月）� 午前10時～
【再】�9月16日（木）� 午後6時～

【生】�9月��7日（火）� 午前10時～
【再】�9月17日（金）� 午後6時～

【生】�9月��8日（水）� 午前10時～
【再】�9月21日（火）� 午後6時～

【生】�9月17日（金）� 午前10時～
【再】�9月22日（水）� 午後6時～

※�9月6日（月）・7日（火）・8日（水）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。

まいどわいど生放送でお誕生日をお祝いします。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。紹介された方には、プレゼントも！
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

メールアドレス
smiletv＠t-catv.co.jp

LINE メール

問合せ／�丹南ケーブルテレビ�企画制作チーム�
☎�0778-51-0101�
※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります

写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ
【9月生まれ募集中】
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.85

「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

2015年本屋大賞を受賞した上橋菜穂子のファンタジー小説を日本アニメ界
最高峰のスタッフが映画化。強大な帝国が支配する世界で突如、謎の病・
黒
ミッツァル

狼熱が蔓延。抗体を持つのは、生き延び、血のつながりのない親子として旅
を続ける孤独な戦士・ヴァンと幼い少女・ユナだけだった。一方で、病から命を
救おうと天才医師・ホッサルが懸命に治療法を探していた。誰のために生きる
のか。何のために生きるのか。その意味を知った時、世界の運命が変わる。

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

9/3㊎ 【午前十時の映画祭】 
座頭市物語 （4Kデジタル修復版）

9/3㊎ 科捜研の女 -劇場版-

9/10㊎ 鹿の王 ユナと約束の旅

9/17㊎ 【午前十時の映画祭】赤ひげ

9/17㊎ マスカレード・ナイト

9/17㊎ レミニセンス

9/23㊍ 総理の夫

※�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。

ベストセラー作家・東野圭吾の小説「マスカレード」シリーズを木村拓哉と長澤�
まさみの共演で実写映画化した第２弾。警察に届いた匿名の密告状。それは、
超一流ホテルのカウントダウン・パーティー「マスカレード・ナイト」に殺人犯が現れる
というものだった。大晦日当日、事件解決のため呼び出されたのは人を見抜く天才
刑事・新田浩介。優秀だが真面目過ぎるホテルマン・山岸尚美と再びバディを
組み、仮装した参加者500人の中から殺人犯を捕まえようと奔走するが…。

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「鹿の王」製作委員会

©2021東野圭吾／集英社・映画「マスカレード・ナイト」
製作委員会

鹿の王 ユナと約束の旅
【監督】安藤雅司、宮地昌幸　【声の出演】堤真一、竹内涼真 他

それでも、生きていく—

正反対のバディは、「仮
マスカレード

面」の下の真実を暴けるのか

マスカレード・ナイト
【監督】鈴木雅之　【出演】木村拓哉、長澤まさみ 他

公開作品スケジュール9/10 
公開

9/17 
公開

N
ヌ ー ブ

OUVEAU
越前町役場近くにある洋菓子店「ヌーブ」。店名になった、創作焼き菓子
「ヌーブ」は、ブッセ生地のふわふわ食感の看板商品です。さまざまなケーキ
はもちろん、福井県産こしひかりを使った「越前米ロール」もおすすめです。
越前町西田中4-503
☎0778-34-0708
営 �10：00～18：30
休 �月曜日�※不定休あり

越前町役場

JA
ゲンキー

Vdrug

●ヌーブ�140円（プレーン、チョコ、いちご�他）
●越前米ロール�170円（プレーン、コーヒー�他）
●デコレーションケーキ�15cm�2,850円～

※価格は税込

喰いもの屋 やそはち
約180年前に“よろずや”として創業した「やそはち」。現在は居酒屋として、和
食屋などで修業を積んだ八代目が中心となり、新鮮な季節の魚介類や、美味
しい地酒などを提供しています。豊富なオリジナルメニューも人気です。
越前市不老町16-15
☎0778-42-0080
営17：00～22：00
休日曜日

パピルス館

紙の文化
博物館

つがわ内科
クリニック

●お造り盛り合せ�1,100円～
●スパイシー手羽先2本�330円
●幕の内弁当�1,100円～　●オードブル�5,500円～

※価格は税込
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喰いもの屋 やそはち お食事券1,000円分 
提供/喰いもの屋 やそはち1.

５名様

図書カード 500円分
提供/丹南ケーブルテレビ3.

22名様名様

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♪

「スクールキッチン�おうちでかんたん！学校給食」で放送した
レシピをご紹介します♪

プレゼント

学校給食学校給食レシピレシピ

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.

11組組22名様名様
◀お店情報は前ページへ

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。

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9月30日（木） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

「9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。

見本見本

＼塩味薄めで素材を味わう！／

汁ビーフン
＼コーンやハムを加えランクUP！／

ひじきのマヨネーズ和え

親子で

作ろう！

初級 中級坂口小 北日野小

食材（４人分）
干ししいたけ（千切り）�............... 2枚
にんじん（千切り）.................. 1/4本
ゆでたけのこ（千切りか薄切り）�...30ｇ
ねぎ（小口切り）�...................... 10㎝
ベーコン（5㎜幅）�.....................30ｇ
ビーフン�....................................40g
油・酒・チキンスープ・しょうゆ...各小さじ1
塩�....................................小さじ2/3�
こしょう�..................................... 少々
水�........................................ 700㏄

作り方
❶干ししいたけは、水に浸しておく�
❷野菜とベーコンを切る�
❸�ビーフンを固めにゆで、水にさらし、
ザルにあげる�
❹�鍋に油をひき、ベーコンを炒め酒を
ふる�
❺�にんじん・たけのこ・しいたけを加え塩
（半量）こしょうし炒める�
❻水を入れ、煮立ったらアクを取る�
❼�チキンスープ・ビーフン・しょうゆ・残り
の塩を入れる�
❽�ねぎを入れ、ひと煮立ちし、味をとと
のえて完成

低学年…丁寧に野菜を洗おう
中学年…にんじんの皮をむこう
高学年…野菜の千切りに挑戦しよう

食材（４人分）
乾燥ひじき�................................14g
キャベツ（短め千切り）�.............. 4枚
にんじん（短め千切り）�......... １/4本
きゅうり（短め千切り）�................１本
A��砂糖�...........................大さじ1/2�
しょうゆ�...........................大さじ1�
みりん・酢....................各小さじ1

B��マヨネーズ�......................大さじ5�
酢�...................................小さじ1�
塩こしょう�............................ 少々

作り方
❶乾燥ひじきを水で戻しておく�
❷野菜を全て切る
❸鍋にひじきとAを入れ火にかける�
❹�汁気がなくなるまで煮たらボールに
移し冷ます�
❺野菜をゆでて流水で冷ます�
❻⑤を手で絞り、しっかり水気を切る
❼�④のボールに野菜を移しBを混ぜ
合わせる�
❽�塩こしょうで味をととのえ冷やして
完成

低学年…ひじきを水で戻したり野菜を洗ったりしよう
中学年…にんじんの皮をむこう
高学年…野菜の千切りに挑戦しよう

お手伝いの

ポイント お手伝いの

ポイント

◀番組「スクールキッチン おうちでかんたん！学校給食」については2.3ページへ！6



取材の翌日、新しい飼い主の元へ旅立った

9月は「動物愛護週間」特集！

考えてみよう
ペットとの暮らし

福井県動物愛護センター
（福井市徳尾町18-1-1）

営   平日 8：30～17：15 ※来所は要予約 
休   土・日・祝・12/29～1/3 

※毎月第２土曜・第３日曜は開所

☎ 0776-38-2212
※写真と現在の状況は異なる場合があります

今月の20日から26日は、「動物愛護週間」。
身近にいる動物やペットについて、
一度考えてみませんか？

 保護犬・猫と出合うには
　センターに引き取られた犬・猫たちは、健康診断などを
経て、新しい飼い主を待ちます。情報は随時ホームペー
ジに掲載。譲渡を希望する人には、ペットの正しい飼い
方を学ぶ講習会の受講や、県が定める条件のクリア、お
互いの相性を確かめるマッチングなどを行い、飼い主と
しての自覚を促します。また、ペットを飼う以外にも動物と
触れ合うボランティアの活動もあるので、少しでも気にな
る方はセンターに問い合わせてみてください。飼い主講習会の様子

 福井県動物愛護センターって知ってる？
　２０１８年４月に開所したこの施設では、それまで県内の
健康福祉センターで行っていた犬・猫の保護や引き取り
などの業務が集約され、適正飼育の指導、里親探し、動物
愛護の普及啓発などを行っています。
　福井県ではここ４年間、
犬・猫の殺処分数ゼロが
続いています。センターの
職員さんによると、「ペット
は家族の一員という考え方
が県民に根付いてきたの
では」とのこと。一方、セン

ターで引き取られる犬・猫の数は年 増々え続けていて、昨年 
は約６００頭！中にはケガや病気の犬・猫もいて、職員さん 
の懸命な手当をもってしても、命を落としてしまうことも 
少なくありません。飼い主がペットの命に愛情を持って最後 
まで飼育すること、飼い主の分からない猫に餌を与える場
合は、責任を持って
管理することなど、
人と動物が共に幸
せに暮らせる環境
について地域全体
で考えていくことが
大切です。保護猫の世話をする職員 交通事故でケガをしていたが、元気になった成猫

ライフTV（121ch）内、ライフTV（121ch）内、
「地域へのお知らせ」でも「地域へのお知らせ」でも
保護犬・猫情報を放送中！保護犬・猫情報を放送中！
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