チャンネルガイドぷらす

地
地域
域に
に暮
暮ら
らし
しに
に役
役立
立つ
つ番
番組
組が
がい
いっ
っぱ
ぱい
い !!

11

Nov. 2021

新型コロナの影響で芸術文化を発表･
鑑賞する機会が減少していることを受け、

11/7 ｢音楽のチカラ♪オープニング」収録：10月1日 めがね会館
「SDGsサロンコンサート」収録：10月10日 さばえSDGs推進センター

誰でもステージに触れる機会をと開かれた

11/14 ｢クラシックとジャズの競演｣ 収録：10月2日 鯖江市文化センター

県主催のコンサートの模様をお送りします。

11/21 ｢県民参加型ステージ発表｣「トリオ･ミリィ」収録：10月3日 鯖江市文化センター

県内で活躍するアーティストや、市民･
学生の活動発表など、
バラエティーあふれる
演奏をお楽しみください。

週替わりプログラム
放

11/28「吹奏楽ステージ！地元吹奏楽団とソリストとの共演」収録：10月9日 鯖江市文化センター

出演者インタビュー

山本晴香さん･杉原夏海さん ▶▶▶ 7ページへ

みんなのステージ

、
のお店
あ
の
介！
話題
をご紹
店
お
この

午後1：30〜／午後5：30〜／午後8：30〜 他

◆南越中学校吹奏楽部 第6回定期演奏会

みせばん
-Web版-

11月6日（土）〜12日（金）

◆武生第一中学校吹奏楽部 第47回定期演奏会
11月13日（土）〜19日（金）

コミュニティチャンネルへのお問い合わせ

0778-51-0101

TEL.

もチェック！

放送内容 ▶▶▶ 2ページへ
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。

ニュース動画や
地域情報は

こちら

発行所：丹南ケーブルテレビ
（株）
〒915-8588 福井県越前市塚町101 武生商工会館2F
TEL.0778-21-5040

091chたんなんスマイ
ルTV
ニュース&トピックス たん9

丹南CATVのコミュニティチャンネル
地域の話題はコチラ！

週替わりプログラム

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。

みんなのステージ

11/6 〜

南越中学校吹奏楽部 第6回定期演奏会

土曜の朝は まいどわいど生放送

クラシカルステージをはじめ、1･2年生によるフレッシュス
テージ、聞き馴染みのある曲目のポップスステージなど、
盛りだくさんの内容です。部員たちの息の合った演奏を
お楽しみください。

生放送ならではの旬な情報や話題をお届けします！

※11月27日は武生楽市とのコラボデー

収録：9月19日 越前市いまだて芸術館

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。

みんなのステージ

11/13〜

武生第一中学校吹奏楽部 第47回定期演奏会

収録：9月25日 越前市文化センター

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。
鯖江市

11/13〜 あすなろ保育園②

鯖江市

11/20〜 認定こども園 里山ほのか学園①

越前市

11/27〜 認定こども園 里山ほのか学園②

越前市

越前市  

「Music for All」
を合言葉に、
クラシカル、
アンサンブル、
ポップスの3ステージを披露。
3年生にとって最後となる演奏
会での心のこもったパフォーマンスをご覧ください。

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

11/6〜 あすなろ保育園①

越前市  

11/20〜

〜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』越前市粟田部地区

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、継体天皇の伝説が残る越前市粟田部地区。
見頃を迎えたもみじが美しい花筐公園など、地域の宝を
紹介します。
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～！

丹南のお店情報番組 みせばん
11/6〜

越前市

11/27〜

小さな雑貨屋さん

ひなたぼっこ

11/13〜
ファースト

ありがとうコンサート 音楽のチカラ♪

～丹南高校･未来に向け音楽のプレゼント～

今年度で閉校となる丹南高校で開かれた、
県主催みんなの
ホールプロジェクト
「ありがとうコンサート 音楽のチカラ♪」
の模様を放送。生徒たちの思いや未来へのメッセージを、
すてきな音楽とともに届けます。

鯖江市

ステップ

F IRST S TEP

ボクシング･フィットネス

11/20〜

鯖江市

鯖江市

ほうじゅ

宝珠

天ぷら

11/27〜
キッチン

越前市
ジョカトーレ

K itchen G iocatore

伊･仏料理

暮らしに役立つ情報

ケーブルテレビで学ぼう！
サマンサのLet’s SDGs

「お米を届け暮らしを“わかちあう” 越前市わかちあいプロジェクト」
毎日 午前11：40～

越前市情報ナビ

各団体が連携し生活困窮者への早期支援を行う活動をご紹介。
あなたも、Let’s SDGs！

11/6〜 ツキノワグマから身を守るために[再]
11/20〜 むし歯は感染症?!
～大人が守る子どもの歯

ケーブルアカデミー 学びの時間「やんしき踊りを踊ってみよう」

さばえ ほっと情報！
10/30〜 子育てパパを楽しもう！
スペシャルファミリーデー
11/13〜 新横江コスモスふるさとウォーキング
11/27〜 食品ロス削減！
フードドライブに参加しましょう！

越前町いきいき情報局

毎日 午前9：30～／午後2：30～／午後9：30～ 他
鯖江市の文化財にも指定されている
「やんしき踊り」
。
音頭に合わせて楽しく踊ってみましょう。
健康づくりにも最適！
制作協力：鯖江市やんしき保存協会

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〜

10/30〜 越前町消費者相談窓口より事例報告
11/13〜 冬の支度はお済ですか

ブレイン博士の脳トレ研究所

● 武生商工会議所だより ● 社協だより

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！

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

2

毎日 午前9：45～／午後2：45〜／午後6：45〜 他

制作：ケーブルテレビNet3
（富山県）

自主制作番組

毎 週 土 曜日
一斉更新

11月

土 曜 日【 更 新 】

Tannan Smile TV Guide

日曜日

11月6日からの番組表です

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

00 交通情報ライブカメラ ／ 15〈6〜12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
00 丹南見聞録 〈6日～･20日～ 東日本大震災 復興特番〉

8

8

30 ゴーゴー！のりものタウン
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［やんしき踊り］

9

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〜
00 まいどわいど
生放送

10

45 ライブカメラ

00 県外CATV

00 チャンネルO（若狭小浜）

30 丹南のお店情報番組 みせばん
45 社協だより

7

10

40 福武線に乗って

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〈6日〜 ようこそモデルハウスへ〉〈13日〜 ソラカラタンナン〉

11 40 サマンサのLet's SDGs ／ 50 懐かしの風景

11

55 ニュース＆トピックス たん9

55 週替わりプログラム

55 脳トレ ／ 05 丹南キッズ
10 ケーブルアカデミー［やんしき踊り］

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

0

00 コロナビ ／ 05 丹南のお店情報番組 みせばん
〈27日～ 懐かしの風景〉
1 15 E～仲間たち！ 〈13日～ 福井のしきたり天神様〉

1

30 週
 替わりプログラム 〈6日～〉
南越中定期演奏会 〈13日〜〉
武生一中定期演奏会 〈20日〜〉
おたっしゃ珍道中 〈27日〜〉
ありがとうコンサート 丹南高校
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［やんしき踊り］

2

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〜
00 まいどわいど
［再］00 福井CATV

3

45 社協だより

00 RCN（敦賀）
30 県外CATV

30 チャンネルO（若狭小浜）

00 おたっしゃ珍道中［再］

4

4

30 ゴーゴー！のりものタウン
00 丹南見聞録 〈6日〜・20日〜 東日本大震災 復興特番〉

5

5

30 週替わりプログラム
00 ニュース＆トピックス たん9 ／ 30 ポルトガル語を話してみよう
［再］

6

3

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〜
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
15 E～仲間たち！ 〈13日～

福武線に乗って〉
〈 20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〉
〈27日～

福井のしきたり天神様〉

7

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
00 丹南見聞録 〈6日～・20日〜 東日本大震災 復興特番〉

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［やんしき踊り］

9

00 まいどわいど
［再］00 福井CATV
45 社協だより

00 RCN（敦賀）
30 ご近所CATV

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

〜
6

9

45 丹南のお店情報番組 みせばん

10

0

8

30 週替わりプログラム

【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/

10
11
0

〜

8

6

●11月7・14・21・28日（日）午後4:00は、
「笑顔応援！ありがとうコンサート 音楽のチカラ♪」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。
番組情報は、
データ放送でもご覧いただけます。

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。

3

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 。

邦楽コンサート ～藤原道山を迎えて～

オペラ
「森は生きている」
笑顔で「民謡
越前漆掻き唄 唄と踊り in かわだ」

尺八奏者・藤原道山さんと箏奏者・池上眞吾さんが、
超

日本語のオペラ作品を手掛ける
「オペラシアターこん

写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ
【11月生まれ募集中】
まいどわいど生放送でお誕生日をお祝いします。写真

一流の演奏と軽快なトークで和楽器の魅力を伝えます。 にゃく座」の公演。大晦日、
わがままな女王が４月に咲く

または動画を添付して、LINEまたはメールでご応募

一般3,200円
（当日3,500円）
。チケットは武生楽市、 植物が欲しいと言い出し、国じゅう大騒ぎ。ほうび目当て

ください。紹介された方には、
プレゼントも！

アル・プラザ鯖江など県内のプレイガイドで販売。

の継母に採ってくるようにと、一人の娘が真っ暗な森に

※座席数限定

追いやられて…。一般4,000円、
大学生以下1,000円。

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

チケッ
トは越前市文化センターなどで販売。

日時／11月3日
（水・祝）16：30開演

※指定席、
限定500席

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

メールアドレス
smiletv＠t-catv.co.jp

日時／11月27日
（土）14：00開演
場所／越前市文化センター 大ホール

☎0778-42-2700

問合せ／越前市文化センター ☎0778-23-5057

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

笑顔で「民謡 越前漆掻き唄 唄と踊り in かわだ」

2021国際音楽祭ｉ
ｎ越前町

※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります

鯖江市に古くから伝わる民謡
「越前 漆掻き唄」
のイベント。
踊りの講習会をはじめ、漆掻きについて学芸員と学ぶ

ワンコインでプロの演奏が聴けるコンサート。国内外で

勉強会や、
民謡歌手 戸田弓子さんの指導による唄の

活躍するサックス、
クラリネット、
ピアノの演奏家たちが

練習などさまざまな催しが開かれます。入場無料（要整

出演します。入場料は500円。チケットは、越前町生涯

新型コロナウイルス情報サイト「コロナビ」
最新のお知らせや県内の感染状況を毎日配信。

理券 定員50人）
。参加のお申し込みは下記までご連絡

学習センター、
または宮崎・越前・織田地区のコミュニティ

ください。

センターで販売。

現状把握にぜひご活用ください！

※全席自由

●パソコン・スマートフォンから

日時／11月14日
（日）

日時／12月１日
（水）

13：00～ 踊り講習
15：00～ 漆掻きのお話

【昼公演】14：00開演

15：25～ 唄の練習 他

【夜公演】19：00開演

場所／うるしの里会館
（鯖江市西袋町）

場所／越前町生涯学習センター 朝日多目的ホール

申込み／越前 漆掻き唄の会 ☎080-1955-3749
（福岡）

問合せ／越前町生涯学習センター ☎0778-34-2000

れには、実はSDGsなところがたくさんあ
ります！

番外編

など、さまざまな目標に貢献しています。

目標12「つくる責任 つかう責任」に大き

私が活動拠点にしている「さばえSDGs
推進センター」では、11月8日（月）まで

で生産し、責任をもって消費する。」を掲げ

特別展「ものづくり×SDGs」を開催し、

ていますが、昔から受け継がれているもの

SDGsを意識した鯖江のものづくりを紹介

づくりをすることは持続可能な生産そのも

しています。ペットボトルから作られた眼

のだと思います。例えば越前漆器ですが、

鏡フレームや漆塗りの水筒など、地域の

「金継ぎ」といって、ヒビが入っても漆で

文化をつなげながら３Rや環境のことを考

接着し、継ぎ目を金粉などで装飾する形で

えて開発されたものを数々展示していま

修理でき、とても長く使えます。物を長く使

す。この機会に、地域のSDGsへの理解を

うことは、間接的にゴミの削減につながり

深めませんか？

えることを想定して物を作り、私たち消費

福井県といえば「人の温かさ」の次に私が

者はそういった物をなるべく選び大切に使

思い浮かべるのが「ものづくり」です。こ

う。これは、まさにSDGs目標12です。

川口サマンサ

それ以外にも、専門技術の開発で目標

く関わります。目標12は「持続可能な方法

ます。生産する側は環境を配慮し、長く使
今回は「ものづくり×SDGs」について。

問合せ／丹南ケーブルテレビ メディア戦略室
☎0778-51-0101

9、地域活性化と経済成長で目標8や11

丹南地域のものづくりは、特にSDGsの

第6回

福井県 コロナビ

※展示期間の変更がある場合は、さばえSDGs
推進センターのSNSにてお知らせします。
※さばえSDGs推進センターは、土・日・祝日は
休館です。

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
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丹南のお店情報番組

みせばん

ガイド
vol.87

「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

インターネットでも
「みせばん」

気になるお店をもう一度ご紹介していきます♪

が見られる！

トマト＆オニオン 鯖江インター店

中華そば 担々麺

写真はトマオニ1番人気の
「弾丸ハンバーグ」。他にもステーキやパスタ、
ピザ
などバラエティ豊かなメニューが揃います。11月25日より広島産「大粒牡蠣
フライ」販売開始！小学生未満はドリンクバー、
スープバーが無料です。

夜間営業のちょい呑みできるラーメン屋。昔ながら、
かつインパクトのある味
を目指す中華そばは、醤油を5種使用。担々麺は、本場･中国四川省の香り
高い山椒や自家製肉みそ、特製ラー油が旨辛の一杯を演出します。

北陸本線

海鮮
アトム

吉野家
JR

鯖江

●牛肉１００％!! 弾丸ハンバーグ 1,044円
●弾丸ハンバーグ使用！チーズバーガー 1,429円（11/24まで）
●ランチ限定 大粒牡蠣フライ 1,099円（11/25より販売）

セブン
イレブン

※価格は税込

越前市押田1丁目2-11
☎080-9871-7980
営
［ 火～木］18：00～22：00（L.O.）
［ 金 ･ 土 ］18：00～26：30（L.O.）
休 日・月曜日

100満
ボルト
国高小

国道 号

鯖江市柳町4-10-24
☎0778-53-0006
営 1 0：30～23：30
（L.O.23：00）
休 なし

ぽじや
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バロー

●中華そば 780円 ●こだわりの手作りぎょうざ 380円
●担々麺 880円 ●中華職人が作った焼売 1ヶ180円〜
その日のオススメの一品も！

クスリの
アオキ

武生
楽市

※価格は税込

E C T I O N〜
〜MOVIE SEL

鯖江アレックスシネマ

☎0778-54-7720

▲福井市

パチンコ
とんとんびょうし

鯖江市下河端町16-16-1
アル・プラザ鯖江敷地内

黒津川

イチオシネマ

〈情報提供〉

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

8
鯖江
警察署

越前市▼

11/3
公開

劇場版 きのう何食べた？

【監督】
中江和仁 【出演】西島秀俊、
内野聖陽 他

この美味しい日常をいつまでも。
累計発行部数815万部
（電子版含む）
突破の人気漫画「何食べ」
が、
ドラマ化
を経てついに映画化！雇われ弁護士のシロさんと、
その恋人で美容師のケンジ。
同居する２人にとって夕食の時間は、
日々の出来事や想いを語り合う大切な
ひとときだった。
ある日、
シロさんの提案で、
ケンジの誕生日プレゼントとして京都
を旅行することに。旅行を満喫していたケンジに、
シロさんがショックな話を切り
出す。
それがきっかけで、
お互い心の内を明かすことができなくなり…。
©2021 劇場版「きのう何食べた？」製作委員会
©よしながふみ／講談社

【午前十時の映画祭】
ユージュアル・サスペクツ

10/29㊎

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！
11/3㊌ 劇場版 きのう何食べた？
11/5㊎ エターナルズ
【午前十時の映画祭】
グッドフェローズ

11/12㊎

11/12㊎ アイス・ロード
モ グ ラ

11/19
公開

土竜の唄 FINAL

【監督】
三池崇史 【出演】
生田斗真、
鈴木亮平 他

笑いあり涙ありLOVEありの極上お祭りエンタメ

©2021「土竜の唄」製作委員会
©高橋のぼる・小学館

公開作品スケジュール

警察学校創立以来、最低の成績で卒業。始末書枚数、
ぶっちぎりのワースト
ワン。
ちょっぴりスケベだがまっすぐで熱すぎる警官の菊川玲二がある日突然、
潜入捜査官モグラに任命？！日本最凶のヤクザ組織のトップ・轟周宝の逮捕
を命じられる。潜るところまで潜った玲二の最後の任務は、過去最大取引額
の麻薬密輸阻止だった。そこへ轟周宝の長男・烈雄が現る！さらに恋人との
修羅場も訪れ、
モグラ史上最悪のピンチ！果たして玲二は
「キングオブ土竜」
に
なれるのか？！

11/19㊎ 土竜の唄 FINAL
11/19㊎ モスル 〜あるSWAT部隊の戦い〜
【午前十時の映画祭】
ファイト・クラブ

11/26㊎

11/26㊎ ミラベルと魔法だらけの家
※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。
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プレゼント
1.

中華そば 担々麺 ぽじや

※お会計1,000円以上で使用可

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♪

商品券500円分

提供/中華そば 担々麺 ぽじや

2.

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

15

12

名様

組

◀お店情報は前ページへ

3.

自然栽培 越前オクラ園 オクラスープ3種セット
販売/菓子工房ポコアポコ
（（一社）
まほうのたね） 提供/丹南ケーブルテレビ

名様

◀映画情報は前ページへ
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明記の上、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11月30日
（火）必着
宛

3

名様

で
親子う！
作ろ

学校給食レシピ
学校給食
レシピ

＼食べ盛りの子供たちも大満足！／

大根と豚肉のしょうゆ煮

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。

「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♪
＼牛肉と野菜とにんにくで元気満点！／

中級

南越中

スタミナ炒め

中級

武生東小

食材（４人分）

作り方

食材（４人分）

作り方

大根......................... 1/2本
（500ｇ）
豚バラ肉.................. 薄切り
（200ｇ）
しょうが.......................................1片
板こんにゃく..............................１枚
にんじん............................. 中1/2本
モロッコ豆................................. 4本
だし汁................................... 700cc
A しょうゆ・酒・みりん........ 各大さじ１
B しょうゆ............................ 大さじ４
砂糖・みりん................. 各大さじ２

❶大 根とにんじんは1.5cm幅のいちょう
切り、
モロッコ豆は１cm幅の斜め切り、
豚バラ肉と板こんにゃくは食べやすい
大きさに切り、
しょうがはすりおろす
❷大根を約20分下ゆでする
（竹串がスッと刺さるぐらい）
❸しょうがとA 、豚 肉をフライパンに
入れて火を通す
❹鍋 にだし汁とBを入れ、下ゆでした
大根とアク抜きしたこんにゃくを入れ、
火をつける
❺沸騰したらアクを取り、
ふたをして弱火
で約30分煮る
❻にんじんと味付けした豚肉を入れ、
弱火で10～15分煮る
❼モロッコ豆を入れ、
やわらかくなれば完成

中揚げ.................................. 1/2枚
にんじん................................. 1/3本
もやし.................................... 1/4袋
キャベツ................................. 1/4玉
食用油................................. 大さじ１
にんにく....................................１片
しょうが..................................... 少々
牛肉....................................... 100g
玉ねぎ................................... 1/2個
ニラ....................................... 1/4束
ごま油................................... 小さじ１
A塩
 ・こしょう........................... 少々
酒................................... 大さじ１
B みそ・みりん.................. 各大さじ１
しょうゆ............................ 小さじ１

❶ Bをといておく
❷野菜を短冊に切り、
にんにくとしょうが
はみじん切りにする
❸中揚げを油抜きして、
短冊に切る
❹にんじんはやわらかくなるまで、
もやし
とキャベツはさっと下ゆでする
❺フライパンに油をひき、
にんにく、
しょうが
を中火で炒めたら、牛肉、Aを加えて
炒める
❻玉 ねぎを透き通るまで炒め、下ゆで
した野菜を入れて炒める
❼揚げを入れ、Bを加える
❽ニラを加え、
しょうゆで味を調え、最後
にごま油を回し入れて完成

の
伝い
お手イント
ポ

6

先 〒
 915-8588 丹南ケーブルテレビ
「11月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」
係

全学年
材料は大きめに切るので、
切る練習をしてみよう！

の
伝い
お手イント
ポ

低学年…野菜を洗ってみよう
中学年…野菜の皮をむいてみよう
高学年…野菜を切ってみよう

音楽のチカラで、
ふるさとを元気に
新型コロナの影響で発表の機会が減っているアーティストを支援する県主催のコンサート
「ありがとうコンサート 音楽のチカラ♪」。
オープニングに出演した鯖江市出身の

フルート奏者2人に、
コンサートに込めた思いを伺いました！
山本晴香さん
国立音楽大学 弦管打楽器演奏
学科卒業後、鯖江市で若手音楽
家を支援する
「Concerto（株）」
を設立。
自身もプロの演奏家とし
てエイベックス・ミュージック・パ
ブリッシングより配信デビュー。
ANAとの協業イベントを実施し、
好評を博した。

杉原夏海さん
東京藝術大学音楽学部卒業。
プ
ロオーケストラや吹奏楽団など
への客演をはじめ、
アーティスト
のライブサポート、ゲーム音楽の
録音、ジャズやライブなど、全国
各地で幅広く音楽活動を行う。

――コロナ禍はどのように過ごされていましたか？

――今回のコンサートに込めた思いは？

山本晴香さん（以下敬称略）
：たくさん入っていた予定が突然

（山本）福井には音楽を仕事にしているプロのアーティストがたく

真っ白になって。演奏活動ができない状態が何カ月も続き
「どう

さんいらっしゃいます。
そんな方々への直接的な支援と、私たちが

なるんだろう」
と不安はありました。それでも演奏を聴いてほし

演奏することで、
コロナ疲れの人や頑張っている人の気持ちが少し

い、
自分の表現するものを伝えたいという思いがあったので、
オン

でも晴れたらいいなという思い、

ライン配信など形を変えて音楽活動をしていました。
コロナ禍だ

そして何より、
私たち演奏家を育

からできたこともあって、世界中の人々とつながれたのは良かっ

ててくれたこのふるさとのステー

たです。

ジに立たせていただけたことに

――山本さんは福井のアーティストが活躍できる場を
提供する会社も経営されているとか。
（山本） 実は、
このコンサートではキャスティングを担当しまし
た。一流の演奏家を送り出している福井県だからこそ、
こういっ
た企画を考えていただけたのかなと思います。
杉原夏海さん
（以下敬称略）
：私もコロナ禍以前は、
東京での演奏
がメインだったんですが、今では晴香さんにお世話になり、鯖江で
公演することが多く
なりました。
「地域貢
献」と言うにはおこ
がましいですが、地
元での活動をたくさ
ん増やせたことは、
とてもうれしいです。

感謝を込めて演奏しました。

――コンサートを終えてどうでしたか？
（杉原）これだけ近い距離で演奏を聴いていただくことはめった
にない機会ですし、感染症対策も徹底していたからできたのだと
思います。皆さんの顔を間近で見ながらお話できるのは良いです
よね。
（山本）そうですね。
やっぱり生のリアクションが返ってくるのが
生演奏の良いところですね。

――視聴者の皆さんへメッセージ
（山本）私たちも楽しんで演奏しているので、放送はもっと楽しん
でいただけると思います。会場に足を運べない方にも、
テレビを通
じて私たちの思いを届けたいです。
ぜひご視聴ください。

「福井県みんなのホールプロジェクト音楽のチカラ♪」
コロナ禍の中、文化ホールを無料開放し誰でもステージ発表ができる場を提供するものです。
また、県内を拠点にするプロアーティストの公演を行うことで、
より多くの県民が芸術文化に触
れる機会をつくることを目的としています。
主催/福井県

協力/Concerto
（株）
・丹南ケーブルテレビ
（株）

した
お2人も出演
カラ♪」
ート 音楽のチ
サ
ン
コ
う
と
が
「あり
紙へ！
イドぷらす表
放送日時はガ
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80

総勢
名様
以上に当たる！

コロナ疲れを癒し、
笑顔になれるプレゼントをご用意しました♪

まずは、
５コースの注目賞品をラインアップ！ご希望のコースを選んでご応募ください。

1

おうちで贅沢

コース

SHARP
RACTIVE Air

2

（コードレス掃除機）
1名様

ちょっとおでかけ

コース

若狭牛すき焼き用お肉
（1万5千円相当）2名様
越前がにセット
（2万円相当）1名様

5 快適生活

丹南地域 日帰り温泉入浴
（お食事付）
ペアチケット
6組12名様

コース

ティファール
鍋セット
1名様

3 おうちで遊ぼう

コース

Yogibo Midi

（ビーズソファ）
1名様

Nintendo Switch Lite

4 丹南の逸品

（ニンテンドープリペイド
カード5千円分 付 ）２名様

コース

富士フイルム チェキ

instax mini 11
1名様

応募
方法

ハガキまたはメールに
① 郵便番号・住所
② 氏名
（ふりがな・ペンネーム）
③ 電話番号
④ 第１希望のコース番号・コース名
⑤ テーマ
「2022年に挑戦したいこと」
の
メッセージを添えてご応募ください

さらに

越前打刃物
越前箪笥まな板セット
2名様

● 応募資格 丹南ケーブルテレビご加入者様
「2022大抽選会」係
先 〒915-8588 丹南ケーブルテレビ
●宛
●メ ー ル smiletv@t-catv.co.jp

応募
締切

レゼントに
上記コースのプ
方にも
詳しくは
当たらなかった
ャンス！ 次月号で！
復活抽選のチ
2021年

12月28日（火）
消印有効

【注意事項】※コース内のプレゼントは選べませんのでご了承ください。※ご応募は1世帯1口とさせていただきます。※画像はイメージです。
商品の色やデザインは変更になる場合があります。※ご応募いただいた皆様の個人情報は利用目的以外には使用しません。

その他のプレゼントは
丹南ケーブルテレビの
ホームページを
チェック！

