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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。

12月31日（金） 午後午後午後午後
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送 令和 4年の干支にちなみ、虎のように勇猛果敢にドーンとトライできる年になるよう

願いを込めて生放送。皆さんに笑ガオ～！をお届けします♪

実川ゆか

11：30～11：30～11：30～11：30～
え

各コースの注目賞品を抽選
お楽しみに ！

大抽選会！
スタジオから

メール

smiletv@t-catv.co.jp
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すてきな

お年玉プレゼント！

番組をご覧の皆さまにも

生生中継！

年越しの
様子
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西野雄貴
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我が家の
猫ちゃん
我が家の
猫ちゃん

大賞発表！大賞発表！

新春特別編

午前 10：00～／午後 3：00～／午後 10：00～

黒沢博

前田一平

伊藤咲子

合田道人

野路由紀子

1月4日（火）～7日（金）
午前10：00～／午後3：00～／午後10：00～

放

1月8日（土）～14日（金）
午前8：00～／午後5：00～／午後8：00～

放

丹南ケーブルテレビにゆかりのある歌手による超豪華歌謡祭をお送りします。
ゲスト同士のコラボや、名曲＆ヒット曲のオンパレード！
見どころ満載の豪華ステージをぜひご覧ください。

特別番組

新春放談 丹南の三首長に聞く

～子どもたちが継承する奉納芸能～
こしの都の風

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。

山田賢一 越前市長、佐々木勝久 鯖江市長、
青柳良彦 越前町長に新年の抱負、行政運営
の考えなどを聞きます。

地域の祭りなどで披露される伝統芸能は、それぞれの土地
に根差した深い意味があり、地域の誇りです。番組では
継承に取り組む子供たちを紹介します。
出演：味真野小学校 

越前万歳クラブ（越前市）
明神ばやし保存会（越前町） 他
こしの都文化事業アドバイザー
藤間信乃輔

お正月は丹南ケーブルテレビ !!



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！
※1月1日は放送休止です
※1月29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、四戸友也氏が地域を読み解きます。

1/8〜 新春放談 丹南の三首長に聞く

暮らしに役立つ情報
越前市情報ナビ
1/1〜     市長･市議会議長 年頭あいさつ
1/4〜     おいしく楽しく健康生活  

〜減塩・運動〜[再]

1/15〜 越前市10大ニュース
1/29〜  スローイート 

〜生活習慣病予防のために〜[再]

さばえ ほっと情報！
1/1〜     市長･市議会議長 年頭あいさつ
1/4〜    殿様体験学習会 〜進徳小学校〜

1/8〜    雪に備える
1/22〜 「新横江かるた」で地域を再発見！

越前町いきいき情報局
1/1〜    越前町長 年頭あいさつ
1/4〜    つるかめ体操を紹介します

1/15〜 令和4年度越前町成人式
1/29〜 国際交流室から一言

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

1/1〜 北中山幼稚園 鯖江市

1/8〜 吉川保育所① 鯖江市

1/15〜 吉川保育所② 鯖江市

1/22〜 ふじ保育園① 鯖江市

1/29〜 ふじ保育園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。

国内外で活躍する鯖江市出身の女性フルート奏者4人のユニット
「鯖女（さばじょ）」セカンドコンサート。ジャズやクラシック、ポップス
など名曲を中心に演奏します。
出演：山本晴香、杉原夏海、笛吹かな、arisa
収録：12月4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
絵本で考える地球の未来　Office Higashi 越前市

 毎日 午前11：40〜
読み語りを通して学びの場を支援する取り組みを紹介。あなたも、Let’s SDGs！

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」   制作協力：U.F.O.アカデミー

 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楽しく英会話を紹介。Check it out！

丹南のお店情報番組 みせばん
1/15〜 越前市

呑み処 やなぎ
居酒屋

1/22〜 鯖江市

たんぽぽ
定食・喫茶

1/29〜 鯖江市

大和屋 鯖江店
珈琲

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。

1/15〜
「おかえり先輩」
フェンシング見延選手が
南越中学校にかえってきた 越前市

1/22〜 丹南高校 課題研究発表会 鯖江市

1/29〜
熱中！スポーツキッズ  吉川スポーツ少年団
男子バレーボール部 鯖江市

吉川スポーツ少年団 男子バレーボール部

1/22〜 合田道人の こしの都神社の謎
「伏し拝みさん」と親しまれた社  神明神社【上総社】 越前市

神社への造詣が深い歌手の合田道人さんが丹南地域の神社を
巡り、知られざる魅力を発信する番組。今回は越前市若竹町に鎮座
する神明神社を訪ねます。『上総社』として知られ、かつては日野山
の遥拝所として広く信仰を集めた神明神社の歴史を紐解きます。

1/15〜  鯖女セカンドコンサート 鯖江市

1/29〜 福武線に乗って
途中下車の旅③ 「鳥羽中駅〜西鯖江駅編」 鯖江市

福井鉄道福武線の車窓から見える、丹南地域ののどかな風景。 
４回シリーズ途中下車の旅では、沿線の駅周辺の町並みを巡り、 
史跡や施設、お店など、その地域ならではの魅力を再発見します。 

● ● 武生商工会議所だより　● ● 社協だより
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
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 番組情報は、データ放送でもご覧いただけます。

●12月31日（金） 午後11:30〜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。
●1月1日（土・祝）〜3日（月）は、「新春！たんなん歌謡祭」を放送。 詳しくは裏表紙をご覧ください。
●1月4日（火）〜7日（金） 午前10：00〜11:00、午後3：00〜4：00、午後10：00〜11：00は、「こしの都の風 〜子どもたちが継承する奉納芸能〜」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 〈1〜7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　〈1日〜･15日〜･29日〜 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品〉

8
30 ゴーゴー！のりものタウン　〈1〜7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 ［英会話］

9
45 Jr.+[ジュニアプラス]　〈8〜14日 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 ブレイン博士の脳トレ研究所　〈10〜14日 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 〈8日〜・29日〜 ようこそモデルハウスへ〉　〈4日〜・15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 Jr.+ 〈13・14日 脳トレ〉／ 05 丹南キッズ

0
10 ケーブルアカデミー ［英会話］

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！　〈8日〜 懐かしの風景〉　〈15日〜 ブレイン博士の脳トレ研究所〉

30  週替わりプログラム　〈1日〜〉再放送　〈15日〜〉鯖女セカンドコンサート　〈22日〜〉合田道人の こしの都神社の謎　〈29日〜〉福武線に乗って 途中下車の旅

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]　〈8〜14日 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　〈15〜21日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV〉

5
00 丹南見聞録　〈1日〜・15日〜・29日〜 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品〉

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 スクールキッチン おうちでかんたん！学校給食

6
45 Jr.+[ジュニアプラス]　〈8〜14日 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！　 〈8日〜・22日〜 福武線に乗って〉　〈15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　〈1日〜・15日〜・29日〜 日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード受賞作品〉

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（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

〜
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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。

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　番組表

お 知 ら せ1月自主制作番組
毎週土曜日
一斉更新  Tannan Smile TV Guide 1月1日からの番組表です
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　あけましておめでとうございます！母国 
カナダでは、元旦に家族や友人が集まる 
ことはありますが、日本とは全然違う 
雰囲気で、私にとってはあまり特別では
ありませんでした。でも、日本でのお正月を
経験してから、とても大好きになりました！ 
お節やお餅をたくさん食べてゆったり 
過ごすお正月は、本当にたまらないです。

　そんなお正月には、食べ物を大量に 
用意してしまいがちですが、我が家は一切 
食べ残しをしません！実は、これはとても
SDGsです！！食べ残しをしないことで、
増え続けるごみ問題に貢献できます。 
ごみが減ると、焼却時の地球温暖化の原
因とされる二酸化炭素の排出削減になり、
生態系への悪影響や環境汚染も減るた
め、たくさんのSDGsに当てはまります。

　お正月だけではなく、普段からの心掛け
がとても大事です。食べられる分だけ買った
り、一気に食べられなくても後で食べたり、

アレンジして違う料理として楽しむことが 
おすすめです！また、おうちに眠っている
缶詰などをフードドライブに寄付するの
も食品ロス対策の一つで、飢餓をなくす
ことにつながります！皆さん一人一人の
心掛けでSDGsに大きく貢献できます。

　私たちにできるSDGsはたくさんあり
ますので、自分たちの生活に合ったもの
からスタートすると良いかもしれません
ね。私は今年も食べ残しゼロでSDGsな
年始を過ごします。皆さん、今年もよろしく
お願いします！

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8回

初打2022フォトコンテスト

新年が良い年となるようにと行われる伝統の古式 
鍛錬。それに臨む鍛冶職人の勇姿を撮影し、ご応募 
ください。応募要項・規定などはタケフナイフビレッジ
のホームページに掲載されます。インスタグラムでも
フォトコンテスト同時開催。

日時／ 1月1日（土・祝）  
0：00～1：00 ※大晦日22：00開場

場所／ タケフナイフビレッジ（越前市余川町）
締切／1月20日（木）必着
問合せ／ タケフナイフビレッジ協同組合 

☎0778-27-7120

シネマ歌舞伎上映会

①「新歌舞伎十八番の内 春
しゅんきょうかがみじし

興鏡獅子」、②「東海
道中膝栗毛」の2作品を上映。料金は1作品につき 
一般2,200円、高校生以下1,500円。チケットは、
越前市文化センター、いまだて芸術館、ショッピング 
シティ・ベル、パリオCiTYで販売。

日時／ 1月10日（月・祝） 10：15開場 
①11：00～ ②14：30～

場所／越前市文化センター 大ホール
問合せ／ 越前市文化センター  

☎0778-23-5057

まいどわいど生放送で紹介
写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ 

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

1月生まれ募集中

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

みんながまる〇展 作品募集

社会的ハンディのある人のアート展。年齢制限なし、
県内在住の社会的ハンディを抱える人が応募対象
です。作品のジャンル・大きさ・点数は問いません。 
その他の注意事項や応募方法は【みんながまる〇
展】で検索、もしくは鯖江ロータリークラブまで。

募集／２月28日（月）まで ※出展無料
展示／3月16日（水）～21日（月・祝）
場所／鯖江市まなべの館（長泉寺町）
申・問／ 鯖江ロータリークラブ  

*sabarota@mitene.or.jp

サンドーム福井感謝祭2022
えいが上映会

ファミリー向けの映画上映会。①「劇場版ムーミン 
南の海で楽しいバカンス」、②「ペット２」の2作品を
上映。中学生以下は保護者同伴でご鑑賞ください。
※入場無料

日時／ 1月16日（日） 10：00開場 
①10：40～ ②14：00～

場所／ サンドーム福井 イベントホール 
（越前市瓜生町）

問合せ／ サンドーム福井  
☎0778-21-3106

新春！陶芸館 2022

８日は新春お宝探しや八田獅子舞の披露、9日は 
紙コップつみ大会（事前予約優先）、10日はお菓子まき

（先着順）など、日替わりで楽しい催しが開かれます。 
また、期間中は隣接する越前古窯博物館の資料館が
入館無料に。その他の情報は福井県陶芸館のホーム
ページを検索。
期間／ 1月8日（土）～10日（月・祝） 

9:00～16:00
場所／福井県陶芸館（越前町小曽原）
問合せ／ 福井県陶芸館  

☎0778-32-2174

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。
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.89

「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

マーベル映画のスパイダーマン3作目。特殊映像効果などを武器に操る敵・ミス
テリオを倒したピーター。だが、その時の映像をニューヨークの新聞社が公開した
ことで、世界中にスパイダーマンの正体が明かされてしまう。親しい人に迷惑を 
掛けまいと、ピーターは魔術師ドクター・ストレンジの力を借りることに。ストレンジ
はピーターが望む「誰も自分がスパイダーマンだと知らない世界」にするため呪
文を唱えるが、時空が歪み、歴代の悪役たちがピーターに襲い掛かる。

12/30㊍ 99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE

1/7㊎ 【午前十時の映画祭】シカゴ

1/7㊎ スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム

1/14㊎ ハウス・オブ・グッチ

1/14㊎ コンフィデンスマンJP 英雄編

1/21㊎ 【午前十時の映画祭】
天使にラブ・ソングを…

1/28㊎ ノイズ

1/28㊎ バイオハザード：
ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ

※ 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。

2018年放送の人気テレビドラマ映画化第3弾。“英雄”とうたわれた詐欺師 
〈三代目ツチノコ〉が死んだ。彼の元で腕を磨いた過去を持つダー子、ボクちゃん、 
リチャードの3人は、当代随一の腕を持つコンフィデンスマンだけに受け継がれる

〈ツチノコ〉の称号を懸けた真剣勝負を始める。世界遺産の都市〈マルタ島・
ヴァレッタ〉を舞台に、狙うは幻の古代ギリシャ彫刻〈踊るビーナス〉。まったく 
先の読めない史上最大の騙し合いの中、最後に笑うのは果たして誰なのか！？ 

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 Sony Pictures Digital Productions Inc. 
All rights reserved
©2021 CTMG. ©& ™ 2021 MARVEL. All Rights 
Reserved.

©2022「コンフィデンスマンJP」製作委員会

スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム
【監督】ジョン・ワッツ　【出演】トム・ホランド、ゼンデイヤ 他

全ての運命が集結する

これは、コンフィデンスマン誕生の秘密に迫る物語―

コンフィデンスマンJP 英雄編
【監督】田中亮　【出演】長澤まさみ、東出昌大 他

公開作品スケジュール1/7 
公開

1/14 
公開

中華料理 金龍
広東風中華料理の人気店。東京で修業したご主人が作る確かな味で、地元の
人に愛され続けています。食材はなるべく地元のものを使い、ひとつひとつ手を 
かけて調理。開業当初から変わらない「かに玉」が大人気メニューです。
越前市沢町142-1
☎0778-23-3268
営 ［昼］11:00～15:00　 ［夜］17:00～20:00 
休  水曜日、12/31～1/2 越前

警察署

ダイソー

バロー 武
生
中
央
公
園

合同経営
会計
事務所

● かに玉 930円
●チャーシューチャーハン 850円
●サービスランチ定食 860円～ ※平日のみ
　（選べるメイン+ライス・漬物・スープ・サラダ・コーヒー）

※価格は税込

竹之助
銀閣寺や清水寺など、京都の名所で竹垣を手掛けた職人が、竹の魅力を
広めるべく、地元で開業。純和風からモダンな雰囲気のものまで、ご要望に 
応じ制作してもらえます。月日の経過とともに表情を変える美しい竹垣はいかが？
越前市池泉町2-9
☎0778-42-5576
営土～月曜日 10:00～19:00
　（火～金曜日は不定休・電話対応可）
　来店の際は事前にお電話ください

味真野小

毫摂寺

JA

タケフナイフ
ビレッジ

職人の技が光る竹製品も！
●パッシブスピーカー i3booo 30,800円　
●名刺入れ 8,800円　●竹ぼうき 5,280円
●一輪挿し[FLOWER BOOO] 4,950円　

※価格は税込
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「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♪学校給食学校給食レシピレシピ

＼スパイスで食欲増進／

野菜のカレースープ
＼アレンジ自由な万能ソース／

白身魚のチリソース

親子で

作ろう！

初級  白山小 上級  王子保小

食材（４人分）
大豆 ....25g※ゆで大豆の場合は50g
にんじん .......... 1/4本（いちょう切り）
玉ねぎ ....... 1/2個（5mm幅細切り）
小松菜 ........................1株（1cm幅）
トマト（中玉） .........1/4個（5mm幅）
にんにく ................１片（みじん切り）
ウインナー ................２本（5mm幅）
舞茸....20ｇ　 鶏肉....40g（小さめ）
油...小さじ1/2　純カレー粉...小さじ1/2
しょうゆ .......................小さじ１と1/2
A  塩・こしょう....少々　 酒....小さじ2
B  水................................... 800cc 

チキンスープの素（顆粒） ....小さじ2 
塩 ....................................... 少々

作り方
❶ 大豆を洗い約１時間やわらかくなる 

まで煮る
❷ 食材を切り、下ゆでする。にんじんは約

20～30秒。小松菜はさっと塩ゆでし
水冷。ウインナーは約10秒間湯通し

❸ 油をひいた鍋に、にんにく・鶏肉・玉ねぎ
（少々）・Aを入れ、肉に火が通るまで
炒める

❹ 残りの食材・純カレー粉を加え炒める
❺ Bを加え、強火で火加減を調節しながら

煮る。アクが出ればとる
❻ にんじんがやわらかくなったら舞茸・ 

しょうゆを加え、味を調える
❼ 最後に小松菜を加え、ひと煮立ちさせ

たら完成

低学年…野菜を切る代わりに型抜きをしよう
中学年…食材を切ろう
高学年…食材を炒めよう

食材（４人分）
白身魚 ................... 300g（2cm角）
塩・こしょう ............................各少々
片栗粉・揚げ油 ................... 各適量
★チリソース★
玉ねぎ .......... 中1/2個（みじん切り）
ネギ .................. 1/4本（みじん切り）
食用油...適量　塩・こしょう...各少々
A  にんにく・しょうが ...各１片（すりおろし） 

豆
トウバンジャン

板 醬 ....................小さじ1/3
B  トマト水煮・酢 .............. 各大さじ３ 

 ケチャップ・ピューレ ..........各大さじ２ 
 砂糖 ...............................大さじ１ 
 オイスターソース・ごま油 ...各小さじ２ 
 チキンスープの素（顆粒） ...小さじ１

作り方
❶ 魚に塩・こしょうをし、片栗粉をまぶす
❷ 揚げ油を熱し、魚を揚げておく
❸ フライパンに油をひき、中火でAを 

炒める
❹ 豆板醤の色が変わったら玉ねぎを加え、

塩・こしょうをし、炒める
❺ 玉ねぎがしんなりしたら、混ぜ合わせた

Bを加え炒める
❻ ケチャップの色が変わったら、ネギを

入れてさっと炒める
❼ 揚げた魚を加え、からめたら完成

低学年…にんにく・しょうがをすりおろそう
中学年…チリソースを作ろう
高学年…魚を揚げよう

お手伝いの

ポイント お手伝いの

ポイント

竹之助 一輪挿し[FLOWER BOOO] 引換券
 提供/竹之助1.

けーぶるんフェイスタオル
  提供/丹南ケーブルテレビ3.

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♪プレゼント

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 ◀映画情報は前ページへ

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  2022年1月31日（月） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

「1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。

1名様
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年
末
年
始
企
画

この2年間「歌チカラ」の番組収録ができなかったことは残念 
ですが、その間にGoodな曲「幸せってなんだろう」ができ 
ました  地元、神奈川で大

おおやま

山登山も初経験し体調もバッチリ
早く視聴者の皆さまに逢いたい…  

黒沢 博さん

おたっしゃ珍道中、応援ありがとうございます  ほっかぶ
りをすると、なぜか笑ってもらえる私なりの「あほう」な役で、 
いつまでも思い出し笑いをしていただける『百戸田吾作』を 
演じていきたいと思います  

百戸 田吾作さん

2年間、コロナでなかなか丹南に伺えず淋しい思いをしました
新しい年は「昭和歌謡」を届ける番組ができたらいいなと胸を 
膨らませています  皆さまお元気で今年こそ素晴らしい 
一年になりますように。

合田 道人さん

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

番組をご覧いただきありがとうごさいます  コロナ禍の中でもがんばって
いる皆さまに地域の元気と笑顔を届けられるよう、今年もさまざまなこと
にトラ

3 3

イしていきます

西村 真琴

皆さまからの応援や励ましの声が自分にとって何よりの喜びです 
寅年の今年は勇猛果敢にがんばります

宮本 典生

このチャンネルガイドの編集や番組制作を担当しています。私自身楽しみ 
ながら、大好きな丹南地域の魅力を皆さまに発信していきタイ（ガー）です  

毛利 ちはる
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新春特別編

午前 10：00～／午後 3：00～／午後 10：00～

黒沢博

前田一平

伊藤咲子

合田道人

野路由紀子

1月4日（火）～7日（金）
午前10：00～／午後3：00～／午後10：00～

放

1月8日（土）～14日（金）
午前8：00～／午後5：00～／午後8：00～

放

丹南ケーブルテレビにゆかりのある歌手による超豪華歌謡祭をお送りします。
ゲスト同士のコラボや、名曲＆ヒット曲のオンパレード！
見どころ満載の豪華ステージをぜひご覧ください。

特別番組

新春放談 丹南の三首長に聞く

～子どもたちが継承する奉納芸能～
こしの都の風

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。

山田賢一 越前市長、佐々木勝久 鯖江市長、
青柳良彦 越前町長に新年の抱負、行政運営
の考えなどを聞きます。

地域の祭りなどで披露される伝統芸能は、それぞれの土地
に根差した深い意味があり、地域の誇りです。番組では
継承に取り組む子供たちを紹介します。
出演：味真野小学校 

越前万歳クラブ（越前市）
明神ばやし保存会（越前町） 他
こしの都文化事業アドバイザー
藤間信乃輔

お正月は丹南ケーブルテレビ !!




