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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 !

12
Dec.  2021

とうとうこの時期がやってきました！

らい年の干支は寅。虎のように勇猛果敢に

どーんとトライできる年になるよう願いを込めて生放送。

しん年に向かって、皆さんに笑ガオ～！をお届けします♪
え

ペットの猫、寅年生まれの人のオモシロ・カワイイ・カッコイイ姿のベストショットを送ってください。
その他、被り物、コスプレ、イラストなど猫に関するものなら何でもOK！採用された方には『けーぶるん
クオカード1,000円』をプレゼントします。

ハッピーハッピー
ニューニュー
イヤーイヤー20222022
寅年でレッツトライ！年越しスぺシャル

たんなんたんなん
12月31日（金）12月31日（金）
午後11:30～
午前　0:30
午後11:30～
午前　0:30

生放送

他にも
お正月のイベント情報
など内容盛りだくさん !!

番組をご覧の方にも すてきなプレゼントが！
ぜひ年越しは9chたんなんスマイルTVで

「虎に負けないぞ！我が家の猫ちゃん大賞」エントリー開始

応募締切　2021年12月30日（木）

●メール●LINE

smiletv@t-catv.co.jp友だち登録
①氏名（ふりがな・ペンネーム）※ペットの場合は種類・お名前も  ②紹介文  ③年齢・性別
④郵便番号・住所  ⑤電話番号  ⑥写真または動画（2分以内）を添付

LINE または メールでご応募ください

賞品情報は裏表紙へ
エリア内からの

生中継

番組企
画

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。

リポーターの
       体当たり企

画も!!

その場で決まる
大抽選会

12月4日（土） 午後8:00～9:30
12月5日（日） 午後2:00～3:30

放
再

広域的なUIJターン活動に向けて 
～総務省が考える広域的運動展開と施策～

特別
番組

講演会
総務省で定住や移住などを担当する菊池信果夫氏による基調講演と、
地域でまちづくりに携わるパネリストによる移住者受け入れに関する
パネルディスカッションの模様をお届けします。
主催：（一社）武高37オレンジーズ　収録：11月23日 武生商工会館（越前市）

きくち しかお

※注目賞品のみ

総勢
名様

80
に当

たる
！

以上

総勢
名様

80
に当たる！

以上

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♪
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♪

プレゼント

【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。

応募資格
宛　　先
メ ー ル

●
●
●

丹南ケーブルテレビご加入者様
〒915-8588 丹南ケーブルテレビ「2022大抽選会」係
smiletv@t-catv.co.jp

           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

応募
方法

快適生活 コース5
ちょっとおでかけ コース2

越前焼 カップセット 2名様

山うにセット
5名様

ZiBiマスク スターターセット
10名様

けーぶるんクオカード 1,000円
20名様

越前漆器 タンブラーセット 2名様

おうちで遊ぼう コース3

丹南の逸品 コース4

12月28日（火） 
消印有効/メール締切
12月28日（火） 
消印有効/メール締切

応募締切応募締切

鯖江アレックスシネマ
映画鑑賞券ペアチケット ５名様

おうちで贅沢 コース1

ZENタイル ベーシック（ボードゲーム）  2名様

スタッフが選んだ 
おうちで遊ぼうセット
2名様

アンドデコ 布団乾燥機 1名様

テクノス
DCサーキュレーター
1名様

丹南地酒セット 
3名様

選選

各コースのプレゼントに当たらなかった方にも
各コースのプレゼントに当たらなかった方にも

ハッピーたんなんニューイヤー2022で大抽選会の模様を生放送！ 詳しくは表紙へハッピーたんなんニューイヤー2022で大抽選会の模様を生放送！ 詳しくは表紙へ

復活抽選のチャンス！

※第1弾は11月号に掲載
賞品紹介第2弾!!

土直漆器

丹南スイーツタイムセット
3名様

など

全賞品は
ホームページで
チェック



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！
※12月18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
12/4〜     山田市政始動！ 

〜山田賢一越前市長に聞く〜
12/18〜  雪に対する備えは大丈夫？

さばえ ほっと情報！
12/11〜  2021鯖江市政トピックス
12/25〜  殿様体験学習会 〜進徳小学校〜

越前町いきいき情報局
11/27〜  丹生高等学校 中高連携生の1日
12/11〜 つるかめ体操を紹介します！

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〜

12/4〜 認定こども園 服間 越前市

12/11〜 吉江保育園① 鯖江市

12/18〜 吉江保育園② 鯖江市

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。

音楽への熱い思いを胸に、「吹
すいてきせきせん

適積揃（小さな力でも積
み重ねれば強大な力になる）」という目標に向かい練習に 
励んできた鯖江中学校吹奏楽部。クラシックをはじめ、 
アニメコーナー、歌謡曲メドレーなど多彩なステージを 
お楽しみください。
収録：9月26日 鯖江市文化センター

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

「おもちゃの図書館 P
プ テ ィ

etit」 鯖江市

 毎日 午前11：40〜
図書館の本のようにおもちゃを貸し出す取り組みをご紹介。
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
 「もっと！ポルトガル語を話してみよう」

 毎日 午前9：30〜／午後2：30〜／午後9：30〜 他
ブラジルの公用語「ポルトガル語」のあいさつや文化などを、楽しく
紹介します。　制作協力：越前市国際交流協会

丹南のお店情報番組 みせばん
12/4〜 鯖江市

めがねのメーキョー堂

12/11〜 越前市

カフェ グルメ エチゼン
ブラジル･フィリピン料理

12/18〜 越前市

ぱんやさん ピッコロ

提供：関西電力・日本原子力発電

12/11〜  第3回 丹南ケーブルテレビサッカー大会 越前市  

丹南地域のスポーツ少年団による熱い戦い「丹南ケーブ
ルテレビサッカー大会」。子供たちの元気あふれるプレー
を、ぜひご覧ください。
収録：10月31日 武生特殊鋼材ドリームサッカー場

12/4〜  みんなのステージ
鯖江中学校吹奏楽部 第22回定期演奏会 鯖江市

12/18〜  みんなのステージ
第37回 さばえ市民音楽祭 鯖江市

鯖江市内在住の音楽愛好者が一堂に集うコンサート。合唱
や吹奏楽、オペラ、大正琴、オカリナなど幅広いジャンルの
12団体が日頃の練習の成果を披露します。
収録：11月7日 鯖江市文化センター

●12月25日（土）〜1月14日（金）の一部の自主制作番組は再放送です。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。　 丹南　コミチャン

●1月1日（土・祝）の「まいどわいど 生放送」は放送休止です。

お 知 ら せ 詳
し
く
は
表
紙
を  

　

チ
ェッ
ク！
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ニューニュー
イヤーイヤー20222022
寅年でレッツトライ！年越しスぺシャル

たんなんたんなん
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12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。

●12月4日（土） 午後8：00〜9：30、5日（日） 午後2：00〜3：30は、「講演会 広域的なUIJターン活動に向けて 〜総務省が考える広域的運動展開と施策〜」を放送。
●12月31日（金） 午後11:30〜午前0：30は、「ハッピーたんなんニューイヤー2022 寅年でレッツトラ

3 3

イ！年越しスペシャル」を生放送。
○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 〈4〜10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　〈4日〜･18日〜 東日本大震災 復興特番〉

8
30 ゴーゴー！のりものタウン　〈4〜10日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV〉

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 ［ポルトガル語］

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 チャンネルO（若狭小浜）

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 神社の謎 ［再］ ／ 30 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操 ／ 35 〈4日〜 ようこそモデルハウスへ〉　〈11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  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

0
10 ケーブルアカデミー ［ポルトガル語］

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！　〈11日〜 福井のしきたり天神様〉　〈25日〜 懐かしの風景〉

30  週替わりプログラム　〈4日〜〉鯖江中定期演奏会　〈11日〜〉丹南CATVサッカー大会　〈18日〜〉さばえ市民音楽祭

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 ［ポルトガル語］

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 福井CATV 00 RCN（敦賀）

3
45 社協だより 30 県外CATV 30 チャンネルO（若狭小浜）

4
00 おたっしゃ珍道中［再］

4
30 ゴーゴー！のりものタウン　〈18〜24日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV〉

5
00 丹南見聞録　〈4日〜・18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 ケーシー先生のゆかいな英会話 〜Travel to Tannan〜

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！　 〈11日〜・25日〜 福武線に乗って〉〈18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　〈4日〜・18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 ［ポルトガル語］

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（敦賀）

10
45 社協だより 30 ご近所CATV

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 12月4日からの番組表です
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　先日、仁愛大学 地域感謝花火プロジェ
クト実行委員会が開催した「地域感謝×
SDGs 花火大会」にご招待いただきまし
た！これは、コロナウイルスの影響でさま
ざまな行事ができなかった地域の皆さん
に、少しでも楽しんでもらいたいと企画さ
れました。

　その実現に向け、地域の企業・団体・個
人と連携し尽力し
た学生らは、本当に
すごいと思います。
SDGsって、やはり
パートナーシップが
欠かせないですね。
　また、SDGsにちなんだ17色の打ち上
げ花火、SDGsの円環やLGBTQの6色の
虹をイメージした学生らの手作り仕掛け
花火、どれもとてもきれいでした。SDGs
は固いイメージを持たれがちですが、この
ように楽しいこともSDGs達成に貢献し、
地域活性化にもつながっています！
　そして、リアルタイムで花火を見ら
れなかった方に朗報です！仁愛大学の
YouTubeチャンネルで花火大会の様子
が配信されています。気になる方はぜひ

ご覧ください。実行委員会の皆さん、当
日はお招きいただきありが
とうございました！

　ところで、この花火大会は、来年1月
に仁愛大学が主催する「福井 SDGs 
AWARDS 2021」の機運向上も兼ねて
いました。これは、SDGs達成に向け、福
井県の優れた取り組みを行っている企業・
団体・個人を表彰するものです。SDGsに
取り組んでいる方は応募を検討してはい
かがでしょうか？

※ 応募の詳細は公
式ホームページ
で確認いただけ
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7回

歳末チャリティーオークション

越前市と鯖江市の美術愛好グループを通じて集めた
書や絵画、工芸などを展示し、入札方式で販売します。
収益金は、各市の福祉の充実や文化振興などに役立
てられます。
※入場無料、鑑賞のみの来場大歓迎 

●越前市
　期間／ 11月27日（土）～12月4日（土） 

10：00～18：00（入館17：30まで） 
※11月29日休館

　会場／ふるさとギャラリー叔羅（越前市東千福町）

●鯖江市
　期間／ 12月7日（火）～13日（月） 10：00～17：00 

※7日 13：00から、13日 15：00まで
　会場／鯖江市文化の館 2階

問合せ／ 北陸電力（株）丹南支店 総務担当 
☎0778-23-1217

写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ
【12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
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

笑顔で「民謡 越前漆掻き唄 唄と踊り in かわだ」
クリスマスminiコンサート
＆ クラフトマルシェ in Manabe

子供から大人まで、気軽に音楽やアートを楽しむイベント。
鯖江市に在住・ゆかりのアーティストによるminiコンサー
トや作品展示、丹南地域のクラフト作家によるマルシェ、
ワークショップが開かれます。観覧無料。

日時／ 12月17日（金）～19日（日） 
●作品展示 10：00～19：30  
　※17日は17：00まで 

12月18日（土）・19日（日） 
●クラフトマルシェ（展示販売） 10：00～19：30 
●miniコンサート 14：00、18：00 
●クラフトワークショップ 10：00、13：30、15：30

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

たけのっ子劇場
「森のロボットとやさしさの種」

たけのっ子劇場オリジナル作品。「やさしさ」をテーマに、
心を持たないロボットが森の精や人間たちの力を借りて、

「心の種」を飲み、成長していく物語です。一般1,000円、 
小中学生は800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。
※当日は駐車場が混み合うので、お早めにご来場ください

日時／12月12日（日） 13：00開場　14：00開演
場所／越前市文化センター 大ホール
問合せ／たけのっ子劇場 ☎090-2830-8802

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。

092ch  市議会放送のお知らせ

■令和３年12月 越前市議会定例会
【生】 11月26日（金） 午前10時～
【再】 11月29日（月） 午後6時～

【生】 12月  1日（水） 午前10時～
【再】 12月  7日（火） 午後6時～

【生】 12月  3日（金） 午前10時～
【再】 12月  8日（水） 午後6時～

【生】 12月  6日（月） 午前10時～
【再】 12月  9日（木） 午後6時～

【生】 12月  7日（火） 午前10時～
【再】 12月10日（金） 午後6時～

【生】 12月17日（金） 午後2時～
【再】 12月20日（月） 午後6時～

■第432回 鯖江市議会定例会
【生】 11月24日（水） 午前10時～
【再】 11月25日（木） 午後6時～

【生】 12月  6日（月） 午前10時～
【再】 12月13日（月） 午後6時～

【生】 12月  7日（火） 午前10時～
【再】 12月14日（火） 午後6時～

【生】 12月  8日（水） 午前10時～
【再】 12月15日（水） 午後6時～

【生】 12月17日（金） 午前10時～
【再】 12月21日（火） 午後6時～

※ 12月6日（月）・7日（火）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。

仁愛大学YouTubeチャンネル

▲
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.88

「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

2019年4月～9月に日本テレビ系列で放送されたドラマ「あなたの番です」が、 
ドラマとは全く違う新しい結末で映画化。平穏な日 を々送る年の差カップルの 
菜奈と翔太は、引っ越して2年後、晴れて結婚！仲良くなったマンションの住人 
たちを招待し、船上ウェディングパーティーを開催することに。幸せな新婚夫婦と
住人たちを乗せて出港するクルーズ船。そして起こる連続殺人。逃げ場のない
船上で謎解きに乗り出す乗客たち。そこには思わぬ殺意が交錯していた…！？

11/26㊎【午前十時の映画祭】 ファイト・クラブ

11/26㊎ ミラベルと魔法だらけの家

11/26㊎ MINAMATA―ミナマタ―

11/26㊎ ONODA 一万夜を越えて

12/3㊎ ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ

12/3㊎ 彼女が好きなものは

12/10㊎【午前十時の映画祭】 
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

12/10㊎ あなたの番です 劇場版

12/10㊎ ウエスト・サイド・ストーリー

12/17㊎ マトリックス レザレクションズ

12/17㊎ ボス・ベイビー ファミリー・ミッション

12/17㊎ 仮面ライダー
ビヨンド・ジェネレーションズ

12/24㊎【午前十時の映画祭】 モスラ

12/24㊎ 劇場版 呪術廻戦 0

12/30㊍ 99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE

※ 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。

描かれるのは、漫画本編へとつながる前日譚「東京都立呪術高等専門学校」。
幼い頃、結婚の約束を交わした幼馴染・祈本里香を交通事故で失い、呪いと 
化した彼女に憑かれ苦しんでいる高校生・乙骨憂太。そこへ、呪いを祓うために
呪いを学ぶ学校“呪術高専”の教師で最強の呪術師・五条悟が現れ、乙骨を
転入させる。呪いによって周りの人 を々傷つけてしまう日 を々送っていた乙骨は、

「生きてていいという自信が欲しい」と、里香の呪いを解くことを決意する。

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「あなたの番です 劇場版」製作委員会

© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
©芥見下々／集英社

あなたの番です 劇場版
【監督】佐久間紀佳　【出演】原田知世、田中圭 他

予測不能な“あな番”ミステリーが出港する―。

「呪術廻戦」の原点―　愛と呪いの物語

劇場版 呪
じゅじゅつかいせん

術廻戦 0 
【監督】朴性厚　【出演】緒方恵美、小松未可子 他

公開作品スケジュール12/10 
公開

12/24 
公開

お食事処 うおいち
越前町で海産物の仕入れ･卸を行う「かねいち水産」が運営するバイキング
店。冬シーズンには、越前がにのバイキングを実施！1万円あれば、越前がにで
満腹に。デザート含め１日平均40品、ソフトドリンク飲み放題なのもうれしい。
越前町厨71-324-1（越前がにミュージアム横）
☎0778-37-2500
営  10:30～L.O.14:30 ［土・日・祝］10:00～L.O.14:30 
休  火曜日 
（11月～3月は第2･4火曜日／11月･夏休みは営業）

日
本
海

ファミリー
マート

越前がに
ミュージアム

道の駅
越前

国
道
3
0
5
号

● ［11月～3月]海鮮食べ放題 越前がに 2杯付 
  大人 9,900円／小学生 4,400円／幼児 1,650円

※価格は税込

イタメシヤ V
ヴ ィ ノ

INO＆P
パ ス ト

ASTO
お昼は毎日手作りパン食べ放題のお手軽イタリアンランチ、夜は洋風居酒屋 
料理と、普段使いのできるお店。福井の美味しい食材や、白ワインの代わりに 
みりんや日本酒を使うなど、日本人の口に馴染むイタリアンが存分に楽しめます。
越前市矢放町21-5-11
☎0778-67-3915
営［昼]11:30～14:30 [夜]18:00～22:00
休 水曜日 ファミリー

マート

北日野小北日野
公民館

庄田

国
道
8
号

●本日鮮魚の炙りカルパッチョ 1,200円
●ランチメニュー 1,500円
●ディナータイム コース料理 3,000円～

※価格は税込
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食パン4枚を一度に！スチーム･コンベクション(対流)モードも 
ブルーノ オーブントースター スチーム&ベイク
 提供/QVC

1.

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.

55組組1010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

お食事処 うおいち お食事券1,000円分
 提供/お食事処 うおいち 2.

5名様名様

◀映画情報は前ページへ◀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12月28日（火） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ「12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。

＼季節の野菜やチーズ、ウインナーでアレンジ！／

じゃがいものベーコン煮
＼調味料と野菜で食べやすく／

回鍋肉 (ホイコーロー)

親子で

作ろう！

中級  花筐小 中級  国高小

食材（４人分）
いんげん .................... 6本（3cm幅）
じゃがいも .................. 2個（一口大）
ベーコン ....................60g（2cm幅）
玉ねぎ ....................... 1個（くし切り）
にんじん ...1/3本（厚めのいちょう切り）
キャベツ ................. 1/4個（3cm角）
水 ........................................ 500cc
A  白ワイン（酒） ..................大さじ１ 

 塩・こしょう .......................各少々
B  コンソメ顆粒 ...................小さじ１ 

 塩 ..............................小さじ1/2 
 しょうゆ・みりん ............ 各大さじ1

作り方
❶ いんげんは塩ゆでして切る
❷ じゃがいもを切って水にさらし、ベーコン

とその他の野菜も切る
❸ 鍋にベーコンとAを入れ炒める
❹ 玉ねぎ、にんじん、じゃがいもの順に 

入れ、さらに炒める
❺ 水を加え、沸騰したらあくを取る
❻ キャベツとBを入れて煮る
❼ じゃがいもに火が通ったら、いんげんを 

入れて完成

低学年…野菜を洗おう
中学年…野菜とベーコンを切ろう
高学年…食材を炒めてみよう

食材（４人分）
にんじん .............. 1/3本（短冊切り）
玉ねぎ ....... 1/2個（５mm幅細切り）
ピーマン ...................... 2個（乱切り）
キャベツ ............... 1/2玉（ザク切り）
もやし .................................... 100g
豚肉 ...................................... 180g
食用油 ................................小さじ２
オイスターソース・片栗粉 ...各小さじ１
チキンスープの素（顆粒） ........... ５g
A  しょうゆ ...........................大さじ２ 

酒・砂糖 ...................... 各大さじ１
B 赤みそ・甜

テンメンジャン

麺醤 ............ 各大さじ１ 
しょうゆ・酒・みりん・砂糖 .....各小さじ1 
豆
トウバンジャン

板 醬 ......................小さじ1/2

作り方
❶ にんじん、玉ねぎ、ピーマン、キャベツ

を切る 
❷ にんじんはやわらかくなるまで下ゆでし、 

ピーマンは塩ゆでして水で冷やす。 
キャベツともやしはさっとゆでる

❸ 中火でAを加熱し、煮立ったら豚肉を
入れ、味付けをして取り出す

❹ フライパンに油をひき、中火で玉ねぎ、 
オイスターソース、チキンスープの素

（50ccのお湯で溶いておく）を入れ、 
やわらかくなるまで炒める

❺ 野菜と味付けした豚肉、混ぜ合わせた
Bを入れて味付けする

❻ 小さじ２の水で溶いた片栗粉でとろみ
をつけて完成

全学年…�調味料を混ぜてみよう
� ��いろいろな形に野菜を切ろう
� ��肉の味付けをしよう

お手伝いの

ポイント お手伝いの

ポイント

1名様

[商品内容] ・本体 
 ・給水カップ 
 ・シリコンカップ 
 ・ベイキングトレイ 
 ・ベイキングトレイ用焼き網 
 ・レシピリーフレット

[サイズ（約）] 幅35×奥行37（ハンドル含む） 
×高さ22.5cm

[重　　量] 約4.8kg
[消費電力] 1350W

大好評を博したブランドやアイ
テムが一挙登場。今年のQVC
を代表する人気商品ばかりの
豪華イベントです！

※ 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。

QVC20周年 ベストセラー
〈放送日〉19日

QVC 12月のオススメ

6



年
末
年
始
企
画

今年は、なかなか外に出れなくて、とってもさみしかったよ  2022年は、
いっぱい遊びに行ける年になるといいなぁ～  みんなもボクに会える
その日まで楽しみに待っててね  今回は「まいどわいど生放送」出演の
みんなからも、メッセージが届いているよ。

丹南ケーブルテレビ マスコットキャラクター　けーぶるん

地域の皆さまに寄り添う情報を発信できる、信頼される気象予報士
になれるようこれからも精進します。来年も気象コミュニケーションの
力で、安心安全な暮らしと、笑顔になる地域社会づくりに貢献します

気象予報士 村田光広さん

実は、寅年生まれの年男。虎視眈々と新レギュラー番組の出演
を狙っています。お茶の間に笑顔を届けますので、ぜひ「T-三河を 
見たい」と丹南CATVにご要望をお寄せください   

住民リポーター T―三河さん（ご当地お笑い芸人）

自粛生活の中、自転車で海へ行ったり、山登りをしたり、小鳥のさえずり
やキンモクセイの香りを楽しんだり…  より一層、小さな幸せをたくさん
発見できました。また、今まで見えてなかったものが見えてくるように  
来年はそれを具体的に形にしていきたいです。

司会 三橋 薫さん

少しずつ日常は戻ってきましたが、鈍った体はすぐには戻らず…
今年は、ジムに通ったり、漢方の勉強を始めたりと健康に気を使った一年
でした。大好きな越前そばを食べ歩く、心の栄養補給も忘れていません  
来年も、地域の情報を楽しく分かりやすく伝えていきたいです  

司会 実川 ゆかさん

今年も、新型コロナウイルスの影響でイベントがほとんどありませんでした。
来年こそはイベント再開を願い、出演して盛り上げることができたらと思い
ます。マスクを外して笑顔が見える年でありますように  

住民リポーター 西野 雄貴さん（ご当地お笑い芸人）

番組出演者番組出演者からのからのメメッセージッセージ
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総勢
名様

80
に当

たる
！

以上

総勢
名様

80
に当たる！

以上

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♪
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♪

プレゼント

【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。

応募資格
宛　　先
メ ー ル

●
●
●

丹南ケーブルテレビご加入者様
〒915-8588 丹南ケーブルテレビ「2022大抽選会」係
smiletv@t-catv.co.jp

           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

応募
方法

快適生活 コース5
ちょっとおでかけ コース2

越前焼 カップセット 2名様

山うにセット
5名様

ZiBiマスク スターターセット
10名様

けーぶるんクオカード 1,000円
20名様

越前漆器 タンブラーセット 2名様

おうちで遊ぼう コース3

丹南の逸品 コース4

12月28日（火） 
消印有効/メール締切
12月28日（火） 
消印有効/メール締切

応募締切応募締切

鯖江アレックスシネマ
映画鑑賞券ペアチケット ５名様

おうちで贅沢 コース1

ZENタイル ベーシック（ボードゲーム）  2名様

スタッフが選んだ 
おうちで遊ぼうセット
2名様

アンドデコ 布団乾燥機 1名様

テクノス
DCサーキュレーター
1名様

丹南地酒セット 
3名様

選選

各コースのプレゼントに当たらなかった方にも
各コースのプレゼントに当たらなかった方にも

ハッピーたんなんニューイヤー2022で大抽選会の模様を生放送！ 詳しくは表紙へハッピーたんなんニューイヤー2022で大抽選会の模様を生放送！ 詳しくは表紙へ

復活抽選のチャンス！

※第1弾は11月号に掲載
賞品紹介第2弾!!

土直漆器

丹南スイーツタイムセット
3名様

など

全賞品は
ホームページで
チェック


