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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

開票所＆選挙事務所から

生中継

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 !

10
Oct.  2021

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。

丹南見聞録キャスター
土山 彌一郎 氏 

丹南見聞録キャスター
土山 彌一郎 氏 

丹南見聞録コメンテーター
橋詰 武宏 氏 

丹南見聞録コメンテーター
橋詰 武宏 氏 

生放送 報道特別番組

越前市長選挙は10月17日（日）に投票が行われ、即日開票される予定です。番組では開票所などから生中継。
開票状況をお伝えするとともに、これからの市政について考えます。

越前市長選挙 開票速報 ～あわせて市政を考える～

福井県立大学経済学部
 准教授（公共政策）
桑原 美香 氏 

福井県立大学経済学部
 准教授（公共政策）
桑原 美香 氏 

週替わりプログラム 

みんなのステージ

※選挙期日に合わせ、番組の放送日が変更になる場合があります。

◆第30回 越前市民音楽祭　
     　前半 10月2日（土）～8日（金） 　後半 10月9日（土）～15日（金）放

◆東陽中学校吹奏楽部 ありがとうコンサート2021
     　10月16日（土）～22日（金）放

◆28th ビューティフルハーモニーコンサート2021
　中央中学校吹奏楽部 定期演奏会「シンカヴァの代」
     　10月30日（土）～11月5日（金）放

午後1：30～／午後5：30～／
午後8：30～ 他

放



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！
※10月30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
10/9〜   第70回記念 たけふ菊人形
10/23〜 食べて応援！地産地消推進の店 

さばえ ほっと情報！
10/2〜    安全で安心なまちを目指して  

〜鯖江市防犯隊〜
10/16〜  おいしさを探検する学習  

〜おいしさってなんだろう〜

越前町いきいき情報局
10/2〜   越前焼感謝祭2021のお知らせ
10/16〜 マイナンバーカードの申請はお済ですか

県内のまちづくりグループを紹介 E〜仲間たち!

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

10/2〜 愛星認定こども園①	 越前市

10/9〜 愛星認定こども園②	 越前市

10/16〜 たんぽぽ認定こども園①	 越前市

10/23〜 たんぽぽ認定こども園②	 越前市

10/30〜 朝日西保育所	 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。

10/23〜 〜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』	越前市坂口地区の巻	 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』。昔ながらの農村風景が広がる越前市坂口地区。コウ
ノトリが舞う里は住民の皆さんもとっても元気！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〜！

10/16〜  みんなのステージ
東陽中学校吹奏楽部 ありがとうコンサート2021  鯖江市

東陽中学校吹奏楽部による演奏会「ありがとうコンサート2021」。クラシック、フレッシュ、ポピュラー
の３つのステージを披露します。サクソフォン奏者の煙谷惇氏もゲスト出演。部員たちの感謝の気持
ちあふれる多彩な演奏をお楽しみください。
収録：９月１９日 鯖江市文化センター

10/30〜  みんなのステージ  28th ビューティフルハーモニーコンサート2021
中央中学校吹奏楽部 定期演奏会「シンカヴァの代」  鯖江市

今回で２８回目の伝統ある演奏会「中央中学校吹奏楽部 定期演奏会」。コロナ禍で練習も一苦労する
中、全日本吹奏楽コンクールで見事金賞を獲得し、全国大会に出場！コンクール課題曲やオリジナル
曲などを披露します。
収録：9月25日 鯖江市文化センター

記念すべき30回を迎えた「越前市民音楽祭」。市内の中学・高校の合唱部や吹奏楽部、音楽サー
クルなどが出演し、日頃の練習の成果を披露します。音楽の素晴らしさを体感してください！
収録：9月19日 越前市文化センター

●前半 10月2日～　●後半 10月9日～

10/2〜  みんなのステージ
第30回 越前市民音楽祭	 越前市		

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〜

ケーブルテレビで学ぼう！
サマンサのLet’s SDGs

「めがねのまちから目の健康を！ NPOみるみえる」 鯖江市

	毎日	午前11：40〜
見ること、見えることの大切さを発信する取り組みを紹介。あなたも、Let’s SDGs！

ブレイン博士の脳トレ研究所
	毎日	午前9：45〜／午後2：45〜／午後6：45〜	他

脳を活性化させるトレーニング「脳トレ」に挑戦する番組。ブレイン博士が 
出題するさまざまな問題に、一緒に取り組んでいきましょう！
制作：ケーブルテレビNet3（富山県）

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」 制作協力：越前市教育委員会

	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。  

●10/2～     カレーご飯のクリームソースかけ（吉野小）・ビーンズサラダ（武生南小）

●10/9～     豚肉とキムチのピリ辛炒め（大虫小）・キャベツの梅かか和え（味真野小）

●10/16～ 白身魚のチリソース（王子保小）・じゃがいものベーコン煮（花筐小）

●10/23～ 大根と豚肉のしょうゆ煮（南越中）・切干大根のサラダ（北新庄小）

丹南のお店情報番組 みせばん

10/9〜 越前市

米パン	カゼミドリ

10/16〜 越前町

雪んこ餅
農家レストラン

10/2〜 越前市

Y
ヨガ
oga	S

スタジオ
tudio	f

フルール
leur

10/23〜 越前市

シュトラウス金進堂
洋菓子

10/30〜 鯖江市

小寺ふとん

提供：関西電力・日本原子力発電
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【QVC、ショップチャンネル停波のおしらせ】6日（水） 深夜3：55〜4：00、13日（水） 深夜1：00〜翌朝7：00は放送休止です。

10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。

●10月17日（日） 午後9:00は、報道特別番組「越前市長選挙開票速報〜あわせて市政を考える〜」を生放送予定。
○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 〈2〜8日〉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　〈2日〜･16日〜･30日〜 東日本大震災 復興特番〉

8
30 ゴーゴー！のりものタウン

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 ブレイン博士の脳トレ研究所 ／ 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 〈2日〜・30日〜ようこそモデルハウスへ〉　〈9〜29日 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  脳トレ/05 キッズ 55 週替わりプログラム 55  丹南見聞録 
〈5・19日・11月2日 
  東日本大震災 復興特番〉

55  たん9 55  脳トレ/05 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日〜･23日〜 懐かしの風景〉〈16日〜・30日〜 福武線に乗って〉

30  週替わりプログラム　〈2日〜〉越前市民音楽祭　〈16日〜〉東陽中ありがとうコンサート　〈23日〜〉おたっしゃ珍道中　〈30日〜〉中央中定期演奏会

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 ブレイン博士の脳トレ研究所 ／ 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 ゴーゴー！のりものタウン

5
00 丹南見聞録　〈2日〜・16日〜・30日〜 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 はじめよう！コミュニケーション手話［再］

6
45 ブレイン博士の脳トレ研究所 ／ 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日〜・23日〜 福武線に乗って〉〈16日〜 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　〈2日〜･16日〜・30日〜 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 10月2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。※各会場ではマスクの着用にご協力ください。

フランス パリの学校を舞台に、国籍や宗教が違う11歳
から15歳の子供たちが、時にはぶつかり合いながらも、
友情を育んでいく教育ドキュメンタリーです。一般1,000円、
大学生以下500円。チケットは、越前市文化センターや
いまだて芸術館で販売。 ※各回限定100席、全席自由

日時／10月3日（日）10：00～11：30、14：00～15：30
場所／越前市文化センター 小ホール
問合せ／越前市文化センター ☎0778-23-5057

映画「バベルの学校」 上映会

地域住民に感謝を込めて、有志による花火大会が
越前市で開催されます。打上げ花火には地域のキャラ
クターが登場し、元気をお届け！当日見られなかった方
やもう一度見たい方のために後日花火大会の特別映
像も公開されます。下記QRコードから仁愛大学コミュ
ニケーション学科のYouTubeチャンネルにアクセスし、
ご視聴ください。 ※密を避けるため、場所は非公開と
します。ご了承ください。

花火大会／ 10月９日（土）19:30開始 
予備日 10日（日）19:30開始

特別映像／10月31日（日）より公開
場所／越前市内
問合せ／ 地域感謝花火プロジェクト実行委員会 

chiikihanabipj@jindai.ac.jp

地域へ感謝を込めて…花火を打上げ！

「結
ゆい

 ～こころ・花～」をテーマに、心豊かに休まる時間の
共有と、コロナ禍でも生け花に接することができることに
感謝し、関わる人たちとの結びつきを大切にしたいという
思いのもと開催。会員の生け花作品約300点以上が
展示されます。観覧無料。

期間／ 10月22日（金）～25日（月）10：00～17：00 
※23日は15：00まで、25日は16：00まで

場所／ショッピングセンター SIPY（越前市新町）

池坊福井県連合支部花展

上映作品は、①「隠し砦の三悪人」、②「嵐を呼ぶ男」、
③「座頭市物語」、④「暁の脱走」。チケットは１作品
500円、通し券1,000円（当日1,200円）。越前市文化
センター、いまだて芸術館など各プレイガイドで販売。
※全席自由

日時／ 10月27日（水） 
①9:30、②13:00、③15:00、④17:00 

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

「懐かしの日本映画」 上映会

　今回は、私の活動拠点「さばえSDGs推進
センター」について。実は9月で、センター
開設1周年を迎えました！振り返ってみると、
SDGsに関する数々の勉強会･講座･イベン
ト･展示を行い、鯖江市の取り組みはもちろ
ん、世界のSDGsについて、皆さんに日々

発信をしてきました。

（左：特別展示の様子　右：目標５に関する講演会）

　そして私自身も、SDGs17目標のうち、目
標５「ジェンダー平等を実現しよう」を中心
に、研修会や学校の授業の講師をさせてい
ただいたり、センターの特別展示を企画し
たりしたので、日に日に丹南地域のSDGsの
「見える化」「自分ごと化」が進んでいるこ
とを実感でき、SDGsへの理解をより深める
1年となりました。
　新型コロナウイルスの影響により、イベン
トの中止や、センターの一時休館など、大変

なこともありましたが、2年目も、引き続き市
内外の皆さんにセンターを幅広く活用いた
だけるよう、「SDGsの拠点」としてどんどん
情報発信をしていきたいです。
　最後に、私が東京から福井に移住して来ら
れたのは、センターの開設がきっかけです。
そのため、誰もが誇りに思える「持続可能な
まち」の実現に向け、センターを通じて一人
でも多くの人々にSDGsを届けられるよう、
さらに尽力していきたいと思っています。

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5回

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
【10月生まれ募集中】

丹南ご当地ソング CD好評販売中！

シンガーソングライター・白井貴子さんが丹南地域の
伝統文化をイメージし制作した曲です。ゆったりとした
美しい旋律にのせて白井さんがこの地に寄せたメッ
セージを歌い上げています。カップリングには越前市
武生南小学校「虹の輪合唱団」とのコラボバージョン
を収録。越前和紙で作ったパッケージも注目です！

愛の花を咲かそう
白井貴子  

1,500円（税込）

【丹南ケーブルテレビお客様センターにて販売中！】
越前市塚町101武生商工会館 隣
問合せ／ 丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム 

☎0778-21-5040

越前市出身・野路由紀子さんがふるさと武生を歌う
「越前武生の夕暮れは」。自然と口ずさんでしまうような
親しみやすいメロディーです。“総社”や“蔵の辻”など、
おなじみの場所が登場。武生の魅力を再発見できます。
またカップリング曲「扶余恋歌」は丹南地域の伝統産業
のもととなったとされる渡来文化が育まれた地、韓国・
百済の最後の都“扶余”をモチーフとしたものです。

越前武生の夕暮れは 
C/W 扶余恋歌
野路由紀子  

1,320円（税込）

センター職員の皆さん

Happy BirthdayさばえSDGs推進センター！！
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.86

「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

ベストセラー作家・中山七
しちり

里のミステリー小説を映画化。東日本大震災の復興
が進む仙台で発生した不可解な事件。全身を縛られたまま放置され“餓死”
させられるというもので、被害者はいずれも、誰もが慕う人格者だった。捜査線
上に浮かび上がったのは、刑期を終え出所したばかりの利根という男。刑事の
笘
とましの

篠は、殺された被害者から共通項を見つけ出し利根を追い詰めていくが、
決定的な証拠がつかめないまま、第3の事件が起きようとしていた。

10/1㊎ 【午前十時の映画祭】
隠し砦の三悪人 

10/1㊎ 護られなかった者たちへ

10/1㊎ 007／ノー・タイム・トゥ・ダイ

10/8㊎ 宇宙の法 ―エローヒム編―

10/15㊎【午前十時の映画祭】
未来世紀ブラジル

10/15㊎ 劇場版オトッペ パパ・ドント・クライ

10/15㊎ 劇場版 ルパンの娘

10/15㊎ 燃えよ剣

10/22㊎ CUBE

10/23㊏ 映画トロピカル～ジュ！プリキュア 
雪のプリンセスと奇跡の指輪！

10/29㊎【午前十時の映画祭】
ユージュアル・サスペクツ

10/29㊎ そして、バトンは渡された

10/30㊏ 老後の資金がありません！

※ 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。

主婦・後藤篤子は困っていた。家計は妻に任せきりの夫・章の給料と篤子がパート
で稼いだお金をやりくりし、フリーターの娘と大学４年生の息子を育て上げた。節約
する中、自分に許した小さな贅沢といえば、月謝5,000円のヨガ教室程度。憧れの 
ブランドバッグも我慢し、老後の資金をコツコツと貯めてきた…はずなのに！親の
葬式、子供の派手婚、夫婦そろって失職、セレブ姑との同居。お金の問題に振り
回され、身の丈に合っていたはずの篤子の生活が突如、ほころび始める。

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「護られなかった者たちへ」製作委員会

©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会

護
ま も

られなかった者たちへ
【監督】瀬々敬久　【出演】佐藤健、阿部寛 他

罪を犯してまで、護りたかったものとは。

人生100年時代。老後資金問題に、普通の主婦が立ち向かう！

老後の資金がありません！
【監督】前田哲　【出演】天海祐希、松重豊 他

公開作品スケジュール10/1 
公開

10/30 
公開

洋菓子 J
ジュン

UN
フルーツを惜しみなく使うパフェで有名な洋菓子店。3年前に現在の場所に移転
オープンしました。ショーケースには、常時約40種類のケーキやゼリーが。パフェ
のみならず、大きめサイズで旬の果物が味わえる商品が多いのもうれしい！
越前市平出2丁目16-1
☎0778-23-0926
営  10:00～19:00
休  水曜日 ※火･木曜日 臨時休業あり

JA越前たけふ 
本店

福
井
鉄
道
福
武
線

北
府コープたけふ

斎藤
医院

クスリのアオキ

●大ババロア 756円
●カフェゼリーソフト 540円
●たべごろメロンソフト 864円

※価格は税込

カワイクリーニング
明治10年に着物の洗い張り･染め業として創業した町のクリーニング店。工場
併設で、洗いやシミ抜き、仕上げ、お直しなど、全工程を手掛けます。力を入れて
いるのが、シミ抜きや染色補正。諦めていた衣類のお悩みもお気軽にご相談を。
越前市幸町8-20
☎0778-24-0389
営8:00～19:00
休日曜日・祝日

JR
武
生

越前市役所

福井銀行

ア
ル・プ
ラ
ザ

●シミ抜き 直径3cm以内 300円～
　※シミが取り除けた場合のみ支払い
●その他、ボタン付け、傷･穴･ファスナー修理 など

※価格は税込
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カワイクリーニング 500円券2枚組
 提供/カワイクリーニング1.

7名様

丹南ケーブルテレビマスコット けーぶるんフェイスタオル
提供/丹南ケーブルテレビ3.

55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10月29日（金） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

「10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。

＼昆布や赤ジソふりかけで簡単アレンジ／

キャベツの梅かか和え
＼子供たちに大人気の組み合わせ／

カレーご飯のクリームソースかけ

親子で

作ろう！

初級  味真野小 上級  吉野小

食材（４人分）
キャベツ ...................1/4玉（200ｇ）
きゅうり....................... 1/2本（40ｇ）
にんじん ........................２cm（20ｇ）
梅干し .......................... 大1粒（8ｇ）
かつお節 .................................... 4ｇ
しょうゆ ................................小さじ１
みりん ................................... 小さじ1/2
ごま油 ......................................適量 

作り方
❶野菜を洗い、食べやすい大きさに切る
❷ かつお節はフライパンでからいりする
（電子レンジ500ｗ約2分でも可） 

❸ 梅干しの種を取り、包丁でたたく
（チューブタイプの梅肉でも可） 

❹ 火にかけたしょうゆ・みりんに梅肉・ 
ごま油を入れ冷ましておく 

❺ にんじんから硬い順に野菜をゆで、
冷ましておく 

❻ 水気をしぼった野菜に、④のタレと
②のかつお節をほぐし入れ、混ぜ合
わせて完成

低学年…梅干しの種を取り、いったかつお節をほぐそう
中学年…野菜を洗い、梅干しを包丁でたたこう
高学年…野菜を切ってみよう

食材（４人分）
▼カレーご飯
白米 .... ２合　水 .... ２カップ
A  カレー粉 ... 小さじ4/5　 塩 ... 小さじ1/2 

チキンスープの素（顆粒） ... 2g
▼ホワイトソース
　  バター・小麦粉 ... 各20g 

牛乳 ... 300cc　塩 ... 小さじ1/2
鶏もも肉（小さめ） .............................80g
サラダ油・酒 ...........................各大さじ１
玉ねぎ（薄切り） .............................中1個
にんじん（千切り） .........................１/3本
ピーマン（千切り） ..............................2個
しめじ ...........................................１/２房
コーン .........................................大さじ３　
水 .... 200cc　 塩 .... 小さじ1
チキンスープの素（顆粒） .... 2g   

作り方

❶ 洗った米に水とAを入れ、よく混ぜて炊く 
❷ 弱火でバターを溶かし、小麦粉を加え

よく練り上げる
❸ ダマにならないよう弱火で牛乳を少し

ずつ入れ好みの硬さにし、塩を加え味
を調える 

❹ 熱したフライパンに油、鶏肉、酒を入れ
中火～強火で炒める

❺ 肉の色が変わってきたら玉ねぎ、にん
じん、塩（半量）を加え炒める

❻ 玉ねぎがしんなりしたらピーマン、しめじ、
コーンと水、チキンスープの素を加え
煮込む

❼ 具材に火が通ったら、ホワイトソースと 
残りの塩を入れ、とろみを調整し完成

低学年…野菜を洗って、カレーご飯を炊こう
中学年…野菜の千切りをしよう
高学年…ホワイトソース作りに挑戦しよう

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



地域の“明日”を考える
「丹南見聞録」のキャスターらに聞く！
　これまで番組では、報道の第一線
で活躍してきた土山彌一郎さん、橋詰
武宏さん、四戸友也さんが、地域に根
ざしたテーマのもとゲストを迎え、地域
を読み解いてきました。
　今回の特集では、放送開始から今年
９年目を迎えた「丹南見聞録」のキャス
ターとコメンテーターを担当する3人
に、番組のこれまで、そしてこれからに
ついて伺います。

丹南の明日を元気に
　番組の企画意図は「丹南の明日を元気に」です。地域社会はどこも崩壊危機ですが、元気
のキーワードは「この地に後継者、若者が残る」です。そのためには、いかに若者にこの地の
魅力をアピールするかが、もっぱらのテーマでした。しかし、同時に私たちもこの地域をいか
に時代に合った持続可能な社会に変えられるかが、大きなテーマになってきました。ゲスト
には地域づくりに取り組む人や学者、行政担当者らを迎えて議論を展開し、視聴者の皆さ
んにも考えてもらえるよう頑張っています。取材やデータ集めに楽しく奔走。もうすぐ１０年に
なると言われ、若いスタッフに励まされて今日も冷や汗をかいています。

明るい展望を持って
　丹南地域はジャーナリストとしての駆け出しの地。取材する中で、地域を知り人とつなが
りを持つことができました。番組では、私にとって縁が深い丹南地域の諸問題や文化など
に触れてきました。これまでの取材経験が役立ち、さらには勉強にもなっています。問題点
ばかり話すのではなく、前向きで明るい展望を持って関わっていきたいですね。最近はメ
ディアも多様化していますが、活字メディアで育ってきたので、自分自身の持ち味を生かして
地域に貢献していきたいと思っています。

討論楽しく良い刺激に
　若い頃から人に会うのが好きで、今でもゲストの皆さんとの討論が楽しく、良い刺激に
なっています。収録前は、テーマについて徹底的に調べ取材することを意識しています。より
深く相手を知ることができ、より良い番組も制作できると思うから。また、丹南は伝統的工芸
品と先端産業の産地が集積している素晴らしい地域です。産業が連携することによってもっ
とすごい地域になる、そんな可能性を感じています。番組では地元産業と暮らしの結びつき
をもっと知ってもらいたいですね。他にも、伝えたいことが山ほど。新しい地方都市の在り方
にも関心があるし、これからもっと取材したいです。

丹南見聞録 キャスター
土山彌一郎さん（元福井テレビ解説委員）

丹南見聞録 コメンテーター
橋詰武宏さん（元福井新聞論説委員長）

丹南見聞録 コメンテーター
四戸友也さん（元福井新聞編集本部長）

3人から
視聴者の皆さんへ

メッセージ

地域のことを考えながら番組をご覧いただきたいと思います。そして、丹南地域のさまざまなことに 
対して一緒に考えたいです。機会があれば、地域の可能性について語り合いたいですし、皆さんと 
積極的に接していきたいです。

番組へのご意見はこちらまで　メール： smiletv@t-catv.co.jp
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