
チャンネルガイドぷらす

午前9：30
午後2：30
午後6：30
午後9：30 他

放

毎週土曜更新

気の向く
ままオモゆるく町歩き

前田一
平シンガ

ーソング
ライター

榎ちひ
ろ

M C

すてきな
エピソードを
おっけ！

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 !

8
Aug. 2022

※雨天8/20・21に順延

今年は12,000発の花火が
夏の夜空を彩ります。
壮大なグランドフィナーレ
は必見 ! !

地元チーム、ヴェルコスタ福井と福井工業大学の
試合をダイジェストで紹介します。
収録：6月25･26日　越前町営朝日総合運動場 町立ホッケー場

第17回 

越前市サマーフェスティバル

花火大会

FUKUI HOCKEY TV
高円宮牌2022ホッケー日本リーグ

7/30（土）～8/5（金）
午前8：00 午後1：30 午後5：30 午後8：30 他

放

8/15（月） 午後7：20 （予定）生放送

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&トピックス たん9
地域に密着したニュース
などたくさんの出来事を
お伝えします。 過去の
ニュースは、丹南CATV
のホームページから！

丹南  ニュース   

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！

丹南のお店情報番組 みせばん

Jr.+［ジュニアプラス］

8/6〜
熱中！スポーツキッズ  鯖江市

極真会館坂本派福井県本部 
鯖江道場

8/13〜
熱中！スポーツキッズ 越前市

軟式野球チーム 
王子保スターボーイズ

8/27〜 岡本小学校 創立150周年  越前市
みんなで漉こう！巨大和紙

王子保スターボーイズ

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

● ● 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
7/30〜 第17回 越前市サマーフェスティバル
8/13〜 千年未来工藝祭2022
8/27〜 マイナポイントでお得！つくろうマイナンバーカード

さばえ ほっと情報！ 8/6〜　陸軍歩兵36連隊とさばえ
8/20〜 コウノトリの舞うまちづくり

越前町 いきいき情報局 7/30〜 越前 蟹と水仙の文学コンクール
8/13〜 マイナポイントをもらっちゃおう！

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

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。

8/6〜 認定こども園南中山① 越前市

8/13〜 認定こども園南中山② 越前市

8/20〜 丈生幼稚園 越前市

8/27〜 はぎのこども園 越前町

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。
※8/20は武生楽市とのコラボデー
ハッピーバースデイ8月生まれ募集中 ！ （詳細はP4）

週替わりプログラム

8/27〜 合田道人の こしの都 神社の謎
地域の鎮守さま　中野神社･日吉神社  鯖江市

鯖江市東部の中野町にある中野神社と日吉神社を訪ねます。
地元の人たちの心のよりどころとなっている両社の歴史や大切
に守られてきた文化財を紹介します。

全国大会に13回出場し、名実ともに北陸を代表する吹奏楽
団「ソノーレ・ウィンドアンサンブル」。過去のステージで好評
だった曲などを圧倒的なパフォーマンスで魅せてくれます。
収録：6月19日 鯖江市文化センター

8/6〜  みんなのステージ   ソノーレ･ウィンドアンサンブル
第30回 定期演奏会 鯖江市

火土更新火土更新

8/6〜 H
ハ グ ポ ポ

ugpopo 越前市
カフェ

8/13〜 土直漆器 直営店 鯖江市

えのへいの おっけオッケそれOK!
気の向くまま
オモゆるく町歩き。
出演： 榎ちひろ/前田一平
アフタートーク配信中！
 YouTube えのへい

8/13〜 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く！

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10：50／午後1：00／午後5：00 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！

サマンサのLet’s SDGs 
CO2見える化･削減で世界を救う！  テラオライテック(株) 越前市

 8/6〜8/19　午前11：40／午後8：00
中小企業のカーボンニュートラルを先導する企業を紹介します。

野路由紀子 歌めぐり 私が生まれて育ったところ  越前市

 8/20〜9/2　午前11：40／午後8：00
越前市サマーフェスティバルの会場を巡り、ふるさとの魅力を再発見。
ステージ出演の模様も放送。

地元チーム「ヴェルコスタ福井」と「福井工業大学」の試合を 
ダイジェストで紹介します。ヴェルコスタ福井の選手からの
メッセージも。みんなでホッケーを盛り上げよう！

7/30〜 FUKUI HOCKEY TV
高円宮牌2022ホッケー日本リーグ 越前町
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8月20日（土）〜8月26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。お 知 ら せ

 番組情報は、データ放送でもご覧いただけます。

●8月15日（月） 午後7：20（予定）からは、「第17回 越前市サマーフェスティバル花火大会」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 〈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

8
00  週替わりプログラム　   〈7月30日〜〉FUKUI HOCKEY TV ホッケー日本リーグ　〈8月6日〜〉ソノーレ・ウィンドアンサンブル定期演奏会　 

〈13日〜〉月刊 丹南見聞録　〈20日〜〉再放送　〈27日〜〉合田道人の こしの都 神社の謎 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 ／ 40 ブレイン博士の脳トレ研究所

50 ケーシー先生のゆかいな英会話

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 〈6日〜 ようこそモデルハウスへ〉　〈13日〜 懐かしの風景〉

1140 〈6日〜 サマンサのLet's SDGs ／ ケーシー先生のゆかいな英会話〉　〈20日〜 野路由紀子 歌めぐり 私が生まれて育ったところ〉

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 ケーシー先生のゆかいな英会話 ／ 05 丹南のお店情報番組 みせばん

115 E〜仲間たち！　〈13日〜 ブレイン博士の脳トレ研究所〉 ／ 25 ソラカラタンナン ／ 28 持ち帰り＆宅配メニュー フレー！フレー！たんなんのお店

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 白井貴子の匠JAPAN こしの都 手仕事めぐり［再］

4
30 ゴーゴー！のりものタウン

5
00 ケーシー先生のゆかいな英会話 ／ 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！　 〈13日〜・27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〉　

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 〈6日〜 サマンサのLet's SDGs ／ ケーシー先生のゆかいな英会話〉　〈20日〜 野路由紀子 歌めぐり 私が生まれて育ったところ〉 ／ 15 社協だより

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。

8月自主制作番組
毎週土曜日
一斉更新  Tannan Smile TV Guide 8月6日からの番組表です

丹南 番組表
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　今回は、日本のSDGs達成度ランキングに
ついて。
　国際的な研究組織、SDSN（持続可能な
開発ソリューション･ネットワーク）が毎年発表し
ている世界各国のSDGsの達成度合いを評
価した持続可能な開発報告書「Sustainable 
Development Report 2022」によると、日本は
163カ国中19位でした。世界的に見ると上位 
に入っていますが、実は3年連続で順位が 

下がっています。
　この達成度ランキングでは、SDGsの各目標 
を「達成済み」「課題が残る」「重要な課題が
ある」「深刻な課題がある」の4段階で評価 
していて、日本の場合は目標4、9、16が「達成
済み」とされています。一方で「深刻な課題が
ある」目標は六つもあり、中でも環境関連が目
立ちます。

[達成済み]

[深刻な課題がある]

　トップ20位にランクインしている国の目標達成
別で見ると、日本と同じく「深刻な課題がある」と

されている目標が六つも残っているのは、14
位のラトビアのみでした。
　また日本は、トップ20位の国では唯一、目標5

「ジェンダー平等を実現しよう」の達成に程遠
いとされました。さらに、前年のランキングから、
目標12「つくる責任 つかう責任」が「重要な
課題がある」から「深刻な課題がある」に引き
下げられました。
　SDGsの認知度が高まるにつれ、積極的に取
り組む企業や個人が増えてきていることを日々
実感していますが、理念や目的を見失ってしまう
と、これまで積み上げてきた結果が駄目になって
しまう恐れがあります。そうならないように、私たち
一人一人がSDGsを自分ごととして捉え、できる
ことを少しずつ増やしていけば、SDGs達成につ
ながるだけでなく、より住みやすい地域づくりに
貢献できるのではないかと思っています。
　持続可能な福井、日本の実現に向けて、み
んなで力を合わせて頑張っていきましょう！
参考　https://dashboards.sdgindex.org/

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

やまのひ ほっこりコンサート

越前市ゆかりのアーティストを応援する「ふるさと
アーティストプロジェクト」。今回は、越前市在住の
シンガーソングライター、Hiromiさんのギター弾き 
語り。

【日　時】 8/11（木･祝） 14：00開演（13：30開場）
【場  所】  越前市文化センター 小ホール 

（越前市高瀬）
【料  金】 一般 1,000円
【チケット販売】 越前市文化センター
【問合せ】 越前市文化センター 0778-23-5057

絵本をたのしむ ― ペネロペ絵本原画展

絵本やアニメで親しまれている「ペネロペ」の絵本 
原画、約120点を紹介。ワークショップやアニメ 
上映、グッズコーナーなど、家族で楽しめる多彩な
企画も。

【期　間】  7/30（土）～9/4（日） 9：00～17：00 
 ※最終入館16：30／月曜日休館

【場  所】  まなべの館（鯖江市長泉寺町）
【料  金】  大人 300円／小人 150円 

※ 鯖江市在住・通学の小中高生 無料
【問合せ】 まなべの館 0778-51-5999

直木賞作家 今村翔吾 講演会

近江の国･大津城が舞台の戦国小説「塞
さいおう

王の
楯」で、第166回直木賞を受賞した今村翔吾さん
が歴史小説の面白さを語る。ゲストを迎え、歌や
音楽も披露。

【日　時】 8/7（日） 14：00開演（13：00開場）
【場  所】  鯖江市文化センター（鯖江市東鯖江）
【料  金】 一般 1,500円／高校生以下 500円
【チケット販売】  鯖江市文化センター／ 

 武生楽市／アル･プラザ鯖江 他
【問合せ】  鯖江市文化センター 0778-52-7430

春風亭小朝 落語独演会

テレビなどで馴染みの落語家、春風亭小朝の公演。
誰もが笑える「滑稽噺」から、つい涙してしまう「人情 
噺」まで、さまざまな語りを披露する。（未就学児は 
入場不可）

【日　時】 8/28（日） 14：00開演（13：15開場）
【場  所】 いまだて芸術館（越前市粟田部町）
【料　金】 4,000円（当日券 4,500円）
【チケット販売】  いまだて芸術館／武生楽市／ 

越前市文化センター 他
【問合せ】いまだて芸術館 0778-42-2700

写真や動画でお祝い！ハッピーバースデイ
【8月生まれ募集中】

紹介された方に、けーぶるんグッズプレゼント！

【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メッセージ 
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

写真や動画でお祝い！ご長寿記念

還暦･古希･米寿など、節目をお祝いします。
紹介された方に、プレゼントも！

【必要事項】
①ご長寿の方のフルネーム（ふりがな） 
②送付者のお名前（続柄） ③メッセージ 
④誕生日（年齢） ⑤住所 ⑥性別 ⑦電話番号

いずれも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。

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

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15回

「土曜の朝は まいどわいど生放送」で紹介
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みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.96

「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

歌声が「別次元」と評され、世界で最も愛される歌手・ウタ。これまで素性を 
隠してきたが、初めて世間に姿を見せるライブが開かれることに。世界中から 
ファンが集まり会場を埋め尽くす。しかし、ウタが「シャンクスの娘」だという 
事実が明らかになり、事態は大きく動き出す。連載開始25周年を迎えた大ヒット 
漫画「ONE PIECE」の劇場版アニメ15作目。ウタの歌唱は、歌手・A

ア ド
doが 

担当。

7/29㊎ ジュラシック・ワールド／
新たなる支配者

7/29㊎ 今夜、世界からこの恋が消えても

8/5㊎ 【午前十時の映画祭】 マトリックス

8/6㊏ ONE PIECE FILM RED

8/11㊍ TANG タング

8/12㊎ 【午前十時の映画祭】
マトリックス リローデッド

8/19㊎ 【午前十時の映画祭】
マトリックス レボリューションズ

8/19㊎ ハウ

8/19㊎ バイオレンスアクション

8/26㊎ 【午前十時の映画祭】 レインマン

8/26㊎ 異動辞令は音楽隊！

8/26㊎ アキラとあきら

※ 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。ゲーム三昧で家を追い出されたダメ男・健

けん

。自分の夢と、妻との未来を諦め、 
人生を一歩も進めずにいた。そんな健の前に突然、記憶をなくした迷子の 
ロボット・タングが現れる。初めは捨てようとした健だったが、記憶も感情もない
はずのタングが「ともだち」や「優しいきもち」を少しずつ学習する健気な姿を 
見て、次第に昔の自分を取り戻していく。さらに、タングが失った記憶には、 
世界を変える秘密が隠されていて…。

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〜

©尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright 
© 2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew 
Nurnberg Associates,London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo
©2022映画「TANG」製作委員会 ©2015 DI

O
ワ ン ピ ー ス

NE PIECE F
フ ィ ル ム

ILM R
レ ッ ド

ED
【監督】谷口悟朗　【声の出演】田中真弓、中井和哉 他

赤髪が導く“終
フィナーレ

焉”

キミとなら、きっと大丈夫。

TANG タング
【監督】三木孝浩　【出演】二宮和也、満島ひかり 他

公開作品スケジュール8/6 
公開

8/11
公開

かくてるバーク
町外れの隠れ家的バー。マスターの明るい人柄と占いが人気で、多くの人
に愛され続けています。オリジナルカクテルをはじめ、さまざまな種類のお酒を
提供。越前の塩と米で作る手焼きせんべい「しおとこめ」の製造販売も。
越前市松森町19-4-1
☎0778-67-4784
営 18:10～24:00
休 日曜日

J
R
北
陸
本
線

スギ薬局
ローソン

武生第二中

武生商工高紫式部公園

●オリジナルカクテル 1杯750円（お好みを聞いて提供）
●越前手焼きせんべい しおとこめ 540円～
●各種スナック菓子

※価格は税込

きものサロン まるよ
大正3年創業の呉服店。京都で厳選した商品を提供しています。染み抜き
やサイズ直しなどアフターケアも万全。手拭いや絹マスクなどの小物や婦人
服も揃います。着なくなった着物や小切れを使うちりめん細工教室も開催。
鯖江市本町2丁目1-20
☎0778-51-0236
営  9:30～19:00
休  木曜日

JR
鯖
江

ミート＆デリカ
ささき誠照寺

市
民
ホ
ー
ル

つ
つ
じ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ン

キ
ム
ラ
ヤ

清
水
眼
科

HOTEL
α-1

着物や帯のリフォーム・リメイクなど、お気軽にご相談ください。
お手持ちの草履の鼻緒交換も承ります。
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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
＼お家で韓国気分！／

チャプチェ（韓国風炒め物）
＼万能ソースでおいしくアレンジ！／

揚げ鶏のネギソースからめ

親子で

作ろう！

北新庄小 大虫小

食材（４人分）
ニンジン（細切り） .................... 40g
もやし ..................................... 80g
キャベツ（1cm幅） .................. 80g
干しシイタケ（細切り） ..............1枚
春雨（5cm幅） ........................ 30g
食用油 .................................. 適量
ニンニク（みじん切り） .............. １片
牛肉（豚肉） .........................100g
塩・こしょう ..............................少々
オイスターソース .................小さじ１
玉ネギ（千切り） ...................1/4個
ニラ（5cm幅） ......................... 20g
いりごま・ごま油 ...................... 適量
調味料A
砂糖...小さじ1/2  醤油...小さじ１
酒 ...........................................少々
調味料B
砂糖.....小さじ1  醤油.....大さじ１

作り方
❶ 干しシイタケを戻す

❷ ニンジン、もやし、キャベツ、春雨を 
それぞれ下ゆでし、塩を振る

❸ 油を引いたフライパンにニンニクを
入れ、香りが出たら牛肉を入れ炒め
る

❹ 塩・こしょう、オイスターソースを入れる

❺ 玉ネギ、シイタケ、調味料Aを入れ、
玉ネギが透明になるまでよく炒める

❻ ニンジン、もやし、キャベツ、春雨、 
ニラ、調味料Bを入れ、全体をなじま
せる

❼ いりごま・ごま油を入れて完成

食材（４人分）
鶏肉（一口大） ....................200g
塩・こしょう ............................少々
酒 .................................... 小さじ１
片栗粉 ............................ 小さじ３

揚げ油 ................................ 適量

★ネギソース
ネギ（大きめみじん切り） ........28g
ショウガ（すりおろし） .............少々
醤油・砂糖・みりん・酒 ...各小さじ１

作り方
❶ 鶏肉に塩・こしょう、酒を振ってもみ

込み、約10分置く

❷ ①に片栗粉をまぶし、180℃の油で
カリッとなるまで揚げる

❸ ネギソースの材料を鍋に全て入れ、
ひと煮立ちさせる

❹ 揚げた鶏肉を油切りした後、③に 
入れ、よく絡めて完成

かくてるバーク
1,000円分のお食事券
	 提供/かくてるバーク

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.

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

きものサロン まるよ
1,000円分のお買物券
	 提供/きものサロン	まるよ

2.

11組組22名様名様

◀お店情報は前ページへ ◀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8月31日（水） 必着
宛　　先   〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

「8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。
※ご応募時の個人情報は、賞品発送以外の目的で利用することはありません。

8名様 2名様
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ふ
る
さ
と
祭
り

花
火
大
会

ふるさと踊りに飛び入りしてくれた子供 
たちに、飲み物とお菓子を配布します（先
着100名）。からあげやボールすくいといっ
た縁日屋台、キッチンカーなどもあります！

村国山を背景に日野川の舞台から打ち
上げられる花火は約1万２千発。花火が
夜空に煌めく様子は圧巻です！今年の
夏の思い出に、家族でお楽しみください。

午後7：20 ～ 午後8：30 ※雨天8/20・21に順延午後4：00 ～ 午後9：00 ※雨天中止

日
野
川
河
川
緑
地
公
園

（
帆
山
橋
〜
万
代
橋
）

※天候により日程が変更になる場合があります ※観賞の際はマスクの着用をお願いします ※アルコールの持ち込み不可 ※シャトルバスの運行はありません

越前市越前市ササママーーフフェェスステティィババルル
8/
14

8/
15日 月

武
生
中
央
公
園

場
所

場
所

担当者いちおし！担当者いちおし！担当者いちおし！担当者いちおし！

大型遊具運行 午後4：00 ～ 午後9：00
かいぞくせん・がぼがぼまる／コウノトリと大空散歩

サブステージ 午後6：00～
キッズダンス／三味線 など

ふるさと踊り 午後7：00 ～ 午後8：30 
「武生ばやし」「今立音頭」など４曲で公園内を踊り歩きます。
飛び入り参加OK！
その他 お楽しみ企画「きくりんをさがせ！」 など

越前市観光誘客課越前市観光誘客課
岡﨑星岡﨑星さんさん

越前市観光協会越前市観光協会
大谷結衣大谷結衣さんさん

詳しいイベント情報は
越前市サマーフェスティバル  

で検索！

3年ぶりに復活 ！3年ぶりに復活 ！

お問い合わせ先

越前市サマーフェスティバル実行委員会
ふるさと祭り

０７７８-２２-３００７
花火大会

０７７８-２３-８９００

スマイルTV9チャンスマイルTV9チャンでで放送 ！放送 ！

第17回第17回

越前市出身 野路由紀子さん

歌謡ステージ

で 生放送生放送!!
午後7：20～（予定）

野路由紀子 歌めぐり野路由紀子 歌めぐり
で放 送！で放 送！

詳しくは2ページへ
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～手軽にできる運動のコツを学びませんか？～

●お申し込み

越前市健康増進課 ☎0778-24-2221

越前市アイシンスポーツアリーナ サブアリーナ （越前市高瀬2丁目8-23  ☎0778-22-6395）

令和
4年

運動しやすい服装、マスク、内履き、汗拭きタオル、
長めのフェイスタオル（エクササイズに使用予定）、飲み物 など

会　　場

服装・持物

日　　時

越前市 ＆ 丹南ケーブルテレビ協働企画 定　員

80名
参加無料
先
着

※事前申込が必要です

椅子に座って筋力UPエクササイズ

※受付は午前9:30から
午前１0：00～午前11：30

講　　師 2012年に福井県で初めて全国ラジオ体操連盟1
級指導士の資格を取得。2018年からは丹南ケー
ブルテレビの健康事業アドバイザーとして公民館
や小学校を訪問し、健康教室やウォーキングの実
技指導会を開催するなど、地域で活躍している。

入浴施設やスポーツジムなどで便利
に使えるメッシュバッグと中身が見え
にくい巾着ポーチのセット。シャンプー
やボディーウォッシュといった小物を
ひとまとめにできて機能性抜群！

※写真はイメージです※写真はイメージです

9月10日

または電子申請
（右記QRコード）まで

（８月5日　  午前９：００から受付開始）金

土

アクティブ
スパバッグ
※色は選べません

参加記念品

●申込締切  9月8日●申込締切  9月8日●申込締切  9月8日●申込締切  9月8日木 定員になり次第申し込みを締め切ります

丹南ケーブルテレビ
健康事業アドバイザー
宮本真由美さん

☎0778-21-5040 電話受付／平日 午前9時から午後5時まで

越前市塚町101　丹南ケーブルテレビ内
お申し込み
お問い合わせ ●WEB

丹南地域の神社を訪ねる番組｢こし
の都 神社の謎｣に出演中。日本歌
手協会理事長を務める。司会、演
出、作家など多方面で活躍。

プログラム

こしの都 文化サロン第
25
回

スペシャルステージ 昭和歌謡オンステージ 
出演/歌手 合田道人さん、歌手 野路由紀子さん

古典芸能の幽玄な世界へ誘う、日本舞踊と雅楽の
コラボレーションをご覧ください。
出演/紫派藤間流 藤間信乃輔さん、福井県雅楽会

越前市を拠点とする水彩画家が長年描き続けているふるさと
の風景のスクリーン上映を解説とともにお楽しみいただきます。
解説/水彩画家 上野谷憲示さん

※予告なしにプログラムの内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

歌
手 

合
田
道
人
さ
ん

ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト

オープニングステージ

こしの都塾

いざな

お申し込み先着順に当日入場券（はがき）を送付します

開催日

申込締切

8月21日 午後2時から午後4時まで

定 員
※定員に達しましたら締め切りますので、お早めにお申し込みください。
先着100名

申込方法 お電話にてお申し込みください
☎0778-21-5040
電話受付/平日 午前9時から午後5時まで

令和
4年 日

入場料 1,500円 事前申し込みが必要
※当日受付にてお支払いください。
※令和4年度こしの都クラブ会員様は無料。
※非会員の方は、令和4年度こしの都クラブ会費としてお支払いいただく
　ことで入場することが可能です。

8月12日 金令和
4年

会 場 武生商工会館 4階パレットホール （越前市塚町101）
※椅子席となります。

※受付は午後1時からとなります。

開催
案内

新型コロナウイルス感染予防のための
ご協力のお願い

●会場入口に消毒液を設置し、スタッフはマスクを着用します。 ●ご来場の際は手指消毒・マスクの着用をお願いします。
●受付時の検温にご協力お願いします。37.5℃以上の方のご入場をお断りします。また体調不良時は来場をお控えください。ご理解とご協力をお願いいたします。

歌
手 

野
路
由
紀
子
さ
ん

ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
越前市出身。ふるさとを
巡る番組「野路由紀子 
歌めぐり」に出演中。芸
能生活50周年を機に
帰郷し、同市を拠点に
活動している。


