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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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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

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。

毎週土曜更新



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！

ニュース&トピックス たん9
エリア内の出来事をギュギュッとお届け。
たくさんの話題をお伝えします。
過去のニュース動画は 丹南  ニュース

丹南のお店情報番組 みせばん
5/7〜 越前市

中津からあげ渓 福井武生店
からあげ専門店

5/14〜 鯖江市

S
スリム
LIM  The Coffee Resort

喫茶

5/21〜 鯖江市

K
キッソオ
ISSO S

ストア
TORE

眼鏡素材アクセサリー

Jr.+［ジュニアプラス］
部活やスポーツなど活動を頑張る子供たちを紹介。

5/7〜 越前市長杯争奪 越前市

高校野球大会

5/14〜
熱中！スポーツキッズ 越前町

宮崎スポーツ少年団 
男子バレーボール部

5/21〜 熱中！スポーツキッズ 越前市

硬式野球チーム 越前ボーイズ

5/28〜
熱中！スポーツキッズ  鯖江市
パトリアーレSABAE 
サッカースクール

宮崎スポーツ少年団 男子バレーボール部

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

サマンサのLet’s SDGs　女性が働きやすい職場づくりを　小林大伸堂 鯖江市

 5/7〜5/20　午前11：40／午後8：00

● ● 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 5/7〜     健診へ行こう！
5/21〜 「観る」スポーツを楽しむ

さばえ ほっと情報！
4/30〜   鯖江市役所JK課 ピカピカプラン16
5/14〜 5月は消費者月間 〜賢い消費者になろう〜
5/28〜 市民ホールつつじに私設図書館オープン

越前町 いきいき情報局 4/30〜 越前陶芸まつりについて
5/14〜 空き家･空き地情報バンク制度の紹介

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

ブレイン博士の脳トレ研究所   毎週（月〜金） 午前10：40 他   制作：ケーブルテレビNet3（富山県）

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

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。

5/7〜 丈生神山幼稚園① 越前市

5/14〜 丈生神山幼稚園② 越前市

5/21〜 国高保育園① 越前市

5/28〜 国高保育園② 越前市

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。
ハッピーバースデイ5月生まれ募集中 ！ （詳細はP4）

※5/28は武生楽市とのコラボデー
 LINE 

▲

週替わりプログラム

5/14〜 地域の“明日”を考える　月刊 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、 
四戸友也氏らが地域を読み解きます。

5/7〜 〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中
黄金の観音様 開眼法要に田吾作感激！ の巻 越前市

越前市の寺院「金剛院」に六呂師高原から移設された大きな
観音様。その開眼法要に田吾作さんがおじゃまします。地域の
方が力を合わせ、さまざまなイベントも行われるとのこと。どんな
出会いが待っているのか、こうご期待！

5/28〜 福武線に乗って 途中下車の旅④
西鯖江駅〜越前武生駅編 鯖江市   越前市

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。
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、
その地域ならではの魅力を再発見します。

世界の人々のハートとハートをつなげたい！と構成されたコン
サート。1部はプロのソプラノ歌手も参加するミュージカル、 
2部では「アラジン」「美女と野獣」「リトル・マーメイド」などの曲
を披露します。  収録：５月８日 鯖江市文化センター

5/21〜  みんなのステージ   虹のはしミュージカル プレ公演
「虹のハートハートコンサート」 鯖江市

今回は、越前市神山地区にある「大坂山」。神山地区自治振興会
のガイドで、古道「馬借街道」の史跡を辿りながら、頂上を目指
します。新緑を楽しめるこの季節、春の登山に挑戦です！

4/30〜
エンジョイ丹南！山めぐり
大
お お さ か や ま

坂山 〜府中馬借街道 神山コース〜 越前市

過去の様子過去の様子

火土更新火土更新
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 番組情報は、データ放送でもご覧いただけます。

○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 〈7〜13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  週替わりプログラム　  〈4月30日〜〉エンジョイ丹南！山めぐり　〈7日〜〉おたっしゃ珍道中　〈14日〜〉月刊 丹南見聞録　 

〈21日〜〉虹のはしミュージカル プレ公演　〈28日〜〉福武線に乗って 途中下車の旅 8
30 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（火・土曜日更新） ／ 15 今週のチョイス・イベント情報

9
30 えのへいの おっけオッケそれOK! ／ 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 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 40 ブレイン博士の脳トレ研究所 ／ 50 福武線に乗って

11
00 おたっしゃ珍道中 ［再］ ／ 30 宮本真由美先生の 笑顔で健康 かたいけの体操 ／ 35 〈7日〜 ようこそモデルハウスへ〉　〈14日〜 ソラカラタンナン〉

1140 〈7日〜 サマンサのLet's SDGs〉　〈21日〜 野路由紀子 歌めぐり 私が生まれて育ったところ〉 ／ 50 懐かしの風景

55  たん9 55 週替わりプログラム 55  たん9 55 えのへいの おっけオッケそれOK! 55  たん9

0
10 今週のチョイス 10 今週のチョイス 10 Jr.+ [ジュニアプラス] ／ 20 丹南キッズ 10 今週のチョイス

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！　〈14日〜 ブレイン博士の脳トレ研究所〉

30  週替わりプログラム

2
00 ニュース＆トピックス たん9（火・土曜日更新） ／ 15 今週のチョイス・イベント情報

2
30 えのへいの おっけオッケそれOK! ／ 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 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 合田道人の こしの都 神社の謎［再］　〈28日〜 白井貴子の匠JAPAN こしの都 手仕事めぐり［再］〉

4
30 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV

5
00 ケーブルアカデミー 学びの時間「ポルトガル語を話してみよう！①」［再］ ／ 15 スクールキッチン おうちでかんたん！学校給食

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（火・土曜日更新） ／ 15 今週のチョイス・イベント情報

6
30 えのへいの おっけオッケそれOK! ／ 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！　 〈14日〜・28日〜  福武線に乗って〉　〈21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 〈7日〜 サマンサのLet's SDGs〉　〈21日〜 野路由紀子 歌めぐり 私が生まれて育ったところ〉 ／ 10 社協だより ／ 20 懐かしの風景 ／ 25 ソラカラタンナン

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（火・土曜日更新） ／ 15 今週のチョイス・イベント情報

9
30 えのへいの おっけオッケそれOK! ／ 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［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。

5月自主制作番組
毎週土曜日
一斉更新  Tannan Smile TV Guide 5月7日からの番組表です
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　今回は、新年度から始まったばかり

の取り組み「さばえSDGs部」について！

　さばえSDGs部は、SDGsに関心を

持つ福井県内在住の学生のためのプ

ラットフォームです！部員（学生たち）

が定期的に集まり、やりたいことを

みんなで考え、行動することを目的に、

幅広く活動していきます。SDGsに

ついて学びながら地域のイベントに

参加したり、他の学生団体と交流し

たりすることでSDGs達成への貢献

を目指します。

　名前には「さばえ」が付いています

が、鯖江市在住・在学限定ではありま

せん。福井県の現役学生であればどな

たでもご参加いただけます！

　ちなみに私は、さばえSDGs部の顧

問を務めさせていただきます！SDGs

についてもっと知りたい方、何かチャ

レンジしてみたい方はぜひ一緒に行動

しませんか？部員は随時募集していま

すので、気軽に問合わせください！

お申し込み・お問い合わせ

SabaeSDGsBu@gmail.com

申込フォーム ▶︎

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

春のさばえInstagramフォトコンテスト
「♯さばえトラベル」

鯖江観光協会の公式アカウントをフォローし、鯖江 
を散策して撮影した写真と一緒に「＃さばえトラ 
ベル」を付けて投稿。入賞者には鯖江産米10Kg
などの賞品も。詳しくは、鯖江市観光公式サイト 

【さばかん】で検索。
期間／５月10日（火）まで
場所／鯖江市西山公園（桜町）
問合せ／ さばえつつじまつり実行委員会 

☎0778-52-2323

とうげいかん 
ゴールデンウィークにぎわいパーク2022

カメラ付き小型ドローンなどが当たる「GWお宝 
探し」や、はぴりゅうと一緒に体を使って遊ぶ企画、
むかし遊びなど催し盛りだくさんです。盆栽、盆栽鉢
や、苔テラリウムの展示販売「陶とミニ盆栽市」も
開催。入場無料。
期間／ 5月３日（火・祝）～５日（木・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

第40回 あじまの万葉まつり

万葉歌人の衣装展（1日～31日）、万葉相聞歌朗
唱（3日）、味真野名物ハート型の大判焼「万葉焼」
の販売（4日）など、万葉集にちなんだ催しが開催。
花火の打ち上げ（5日）も。
期間／ 5月1日（日）～5日（木・祝） 

10：00～16：00（花火打ち上げは20：00）
場所／ 万葉の里味真野苑、万葉菊花園 

（越前市余川町）
問合せ／ 味真野観光協会 事務局  

☎0778-27-7800 

河和田塗 越前漆器まつり2022

越前漆器の販売や、東陽中学校吹奏楽演奏、
漆掻き唄踊りの発表などが行われます。越前焼・
越前打刃物も販売。
日時／ 5月3日（火・祝）・4日（水・祝） 

9：00～17：00（4日16：00まで）
場所／うるしの里会館（鯖江市西袋町）
問合せ／ 越前漆器協同組合　 

☎0778-65-0030

「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

5月生まれ募集中

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

※越前市・鯖江市・越前町の方に限ります

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

アースデイえちぜん2022

「いま私ができること～身近に繋がるSDGs～」が
テーマ。絵本の読み聞かせ、木のおもちゃ広場、 
県内の企業や団体によるSDGsの取り組み紹介 
など催しが行われます。入場無料。
日時／ ５月15日（日） 10：00～16：00
場所／ 武生中央公園内 まさかりどんの館 

（越前市高瀬）
問合せ／ 越前市環境政策課 ☎0778-22-5342

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。

第12回
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.93

「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

SF特撮ヒーロー「ウルトラマン」を、「シン・ゴジラ」の庵野秀明と樋口真嗣が 
新たに映画化！科学特捜隊のハヤタ隊員は、パトロール中にM78星雲人（ウル
トラマン）と衝突したのが原因で瀕死状態に陥ってしまう。ウルトラマンはハヤタ
と一体化し、命を共有。一つになった彼らは、やがて地球の平和を守るために 
共に戦うことを決意する。普段はハヤタ隊員として怪獣たちに立ち向かい、危機
に瀕するとウルトラマンに変身して激闘を繰り広げる。

4/29㊎ 【午前十時の映画祭】いつも2人で

4/29㊎ ホリック xxxHOLiC

4/29㊎ 劇場版ラジエーションハウス

5/4㊌ ドクター・ストレンジ／
マルチバース・オブ・マッドネス

5/13㊎ 【午前十時の映画祭】
エデンの東

5/13㊎ シン・ウルトラマン

5/20㊎ 鋼の錬金術師 完結編 
復讐者スカー

5/20㊎ 大河への道

5/20㊎ ハケンアニメ！

5/27㊎ 【午前十時の映画祭】
理由なき反抗

5/27㊎ トップガン マーヴェリック

※ 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。千葉県香取市役所に勤める池本保治は、市の観光振興策を検討する会議で 

意見を求められ、苦し紛れの企画を提案。思いがけずそれが通り、郷土の偉人・伊能
忠敬を主人公とする大河ドラマ制作のプロジェクトが立ち上がってしまう。ところが
企画を進めるうちに“伊能忠敬は日本地図完成の３年前に亡くなっていた”という 
事実が明らかに。江戸と令和、２つの時代を舞台に明かされる全国地図誕生 
秘話。そこには伊能忠敬の弟子たちが命を懸けて取り組んだ隠密作戦があった。

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「シン・ウルトラマン」製作委員会 ©円谷プロ

©2022「大河への道」フィルムパートナーズ

シン・ウルトラマン
【監督】樋口真嗣　【出演】斎藤工、長澤まさみ 他

空想と浪漫。そして、友情。

初の日本地図に隠された、驚くべき秘密とは―？

大河への道
【監督】中西健二　【出演】中井貴一、松山ケンイチ 他

公開作品スケジュール5/13 
公開

5/20 
公開

S
ス リ ム

LIM  The Coffee Resort
コーヒーの美味しさを追求し、生豆の焙煎にこだわる喫茶店。2月のリニュー
アルオープンと共に最新の焙煎機とコーヒーマシンを導入しました。創業40
年の経験をプロファイルした美味しい１杯を、広い店内でいつでも何杯でも。
鯖江市横江町1-701
☎0778-52-8906
営  9：00～20：00（L.O.） 

モーニング 11：00まで／ランチ 11：00～15：00
休  木曜日

JR
鯖
江

国
道
8
号

国
道
8
号

まねきねこ ワ
イ
プ
ラ
ザ

グ
ル
メ
館

秋吉

●ランチメニュー パスタ･カレー･ドリア･オムライス 各1,000円
　ミニサラダ･ドリンク（ドリンクメニューまたはプレミアムコーヒー）付
● プレミアムコーヒー 500円 

コーヒー･紅茶など20種類以上から自由に選べておかわりも自由

※価格は税込

和
わ

ん酒
さ か

双子の姉妹が、地元･越前市の良さを多くの人に知ってもらいたいと開いた昭和
モダンな居酒屋。自ら育てた無農薬野菜や自家製調味料で作る、真心込めた手
料理が自慢です。ノンアルコールを含む数多くのカクテルが揃うのもうれしい。
越前市蓬莱町3-28
☎0778-77-2160
営 17：30～22：00 ※変更の場合あり
休 日･月曜日

JR
武
生

蔵の辻

越前市役所

林病院

武生公会堂
記念館

北陸銀行

ア
ル
・
プ
ラ
ザ

●ボルガライス 1,080円
●にんにくたっぷり餃子 550円
●明太長芋もちチーズ鉄板 980円

※価格は税込
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ホームページでレシピ動画公開中！  越前市 学校給食学校給食学校給食レシピレシピ
＼福井の厚揚げを食べよう！／

揚げのそぼろみそ丼
＼ケチャップ味で食べやすい／

切り干し大根のナポリタン

親子で

作ろう！

花筐小 岡本小

食材（４人分）
厚揚げ ...............２枚（短冊切り）
玉ネギ ................ 1/2個（薄切り）
ショウガ .............1片（みじん切り）
鶏ひき肉 ............................150g 
むき枝豆 ...............................少々
酒 .................................... 大さじ１
ごま油 .................................. 適量

調味料
　   砂糖・酒・みりん .......各大さじ１ 

しょうゆ ....................... 小さじ１ 
みそ ............................ 大さじ２ 
だし汁.....................1/2カップ

作り方
❶ 油抜きした揚げと、玉ネギ、ショウガ

を切る
❷ 調味料を混ぜ合わせておく
❸ フライパンに揚げと、②の2/3を 

入れ、中火で炒め下味が付いたら
取り出す

❹ 同じフライパンに鶏ひき肉と酒、ショ
ウガを入れ中火で炒める。肉の色
が変わったら玉ネギを入れて炒める

❺ ③の揚げをフライパンに戻し、残り
の調味料を入れる

❻ 最後に、ごま油を入れて火を止め
る。ご飯の上に掛けて、むき枝豆を
盛り付けたら完成

食材（４人分）
切干大根 .............................20g
ニンジン ............................... 1/4本
ピーマン ............................ 1/2個
玉ネギ .............................. 1/4個
ベーコン ...............................20g
食用油・酒 ....................各小さじ１

調味料
   トマトケチャップ ............ 大さじ２

ウスターソース ..........小さじ1/2 
砂糖 ............................ 小さじ１ 
塩 .....................................少々

粉チーズ .....................大さじ1/2

作り方
❶ 切干大根は約15分水で戻し、食べ

やすい大きさに切る
❷ 切干大根と絡みやすいよう野菜、

ベーコンを千切りにする
❸ フライパンに食用油を熱し、ベーコン

に酒を振って中火で炒める
❹ 玉ネギを加え、塩ひとつまみを振り、

しんなりしてきたらニンジンを入れる
❺ 続いて、切干大根、ピーマンの順に

入れ炒める
❻ 全て火が通ったら、混ぜ合わせた

調味料を入れ、全体に味がなじむ 
ようによく混ぜる

❼ お好みで粉チーズを 
振り掛けて完成

和ん酒  1,000円分のお食事券
	 提供/和ん酒1.

福井ユナイテッドFC 
ホームゲーム全試合共通ご招待券

提供/丹南ケーブルテレビ
3.

1010組組2020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5月31日（火） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

「5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。

5名様

見本見本

見本見本
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