
背景

8月1日 佐藤 8/4～8/10 赤木 〇第34回伊賀焼陶器まつり 市民夏のにぎわいフェスタ（商工労働課） 幼稚園説明会（教育総務課） 鯛ヶ瀬
　7月25日（金）午前9時～　あやまふれあい公園 収録日：7月23日（水）午後1時30分～ （島ヶ原）
〇伊賀市消防団夏期訓練 収録場所：ハイトピア伊賀3階
　7月27日（日）午前8時～　上野西小学校グラウンド 市民スタッフ　東谷さん
　7月29日（火）午後3時～　　上野総合市民病院 打ち上げ花火実行委員会委員長　稲森　稔尚さん ★議会だより（請願・陳情について）

8月8日 岡田 8/11～8/17 出山 ○夏休み子ども公民館教室「スイーツデコ教室」 校区再編、校章･校歌募集（教育総務課） 伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」に実施について（観光戦略課） 白藤滝
　8月2日（土）午前10時30分～　大山田公民館 収録日：8月1日（金）午後1時30分～ 伊賀市庁舎整備に関する住民投票の実施について（管財課出演）５分程度（伊賀）
○しまがはら夏まつり 収録場所：ハイトピア伊賀4階健康ステーション
　8月2日（土）午後3時～　島ヶ原温泉やぶっちゃ 市民スタッフ　佐藤さん

校区再編推進監　児玉　泰清
教育総務課　立岡　優孝

8月15日 井口 8/18～8/24 川部 ○ゆめテクノ伊賀こども大学 ごみ減量と指定ごみ袋制度の改定について（廃棄物対策課）上野同和教育研究協議会第29回研究大会（生涯学習課） 伊賀焼伝統産業会館
　8月8日（金）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀 収録日：8月4日（月）午前9時30分～ （阿山）

収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室
市民スタッフ　岡田さん
廃棄物対策課　廣瀬　智和 ★議会だより（視察報告）

8月22日 上田 8/25～8/31 赤木 ○第37回大山田ふるさと夏まつり 非核平和推進中学生広島派遣団レポート（人権政策・男女共同参画課）ひゅーまんフェスタ２０１４（人権政策・男女共同参画課） 青山ハーモニーフォレスト
　8月15日（金）午後時～　せせらぎ運動公園 収録日：8月18日（月）午後3時～ もの忘れ外来（上野総合市民病院） （青山）
〇歌おう！童謡からアニメソングまで 収録場所：本庁舎2階　第3会議室
　8月19日（火）午前10時～　いがまち公民館 人権政策・男女共同参画課　柘植 将 ★伊賀警察署からのお知らせ

8月29日 日置 9/1～9/7 出山 ○オオサンショウウオ観察会 個人情報の保護と情報公開制度（広聴情報課） いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） 田園風景
　8月23日（土）午後5時～　阿波地区市民センター 収録日：8月20日（水）午前10時～ 救急車の適正利用について（消防救急課） （島ヶ原）
○伊賀市民打ち上げ花火大会 収録場所：ハイトピア伊賀4階健康ステーション
　8月23日（土）午後4時～　上野運動公園 市民スタッフ　山村さん
○市民夏のにぎわいフェスタ2014 広聴情報課　赤木　修
　8月24日（日）正午～ 銀座通り、本町通り周辺
○いがぶら記者発表
　8月27日（水）午後2時～

9月5日 山村 9/8～9/14 川部 ○パーソナルカラー診断講座 芭蕉翁生誕370年【前編】 都市計画審議会委員公募（都市計画課） 芭蕉の森公園
　8月28日（木）午後1時30分～　青山ホール リハーサル室 収録日：8月25日（月）午前9時30分～ 庭木の整枝剪定講習会（都市計画課） （上野）
○伊賀流元気まるごと！応援フェスタ 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 秋の文化財再発見ツアー（上野公民館）
　8月30日（土）正午～　あやま文化センター 文化交流課　藤田　和彦
○生涯学習セミナー2014
8月30日（土）午後1時30分～　ハイトピア伊賀

9月12日 川瀬 9/15～9/21 赤木 〇ひゅーまんフェスタ2014 芭蕉翁生誕370年記念事業【後編】 看護師募集（経営企画課） 蓑虫庵
　9月7日（日）午後1時30分～　伊賀市文化会館 収録日：7月29日（火）午前9時～ ごみ袋値上げについて（廃棄物対策課） （上野）

収録場所：俳聖殿前、ハイトピア伊賀 伊賀の和菓子教室（上野公民館）
市民スタッフ　佐藤さん 臨時給付金・子育て世帯臨時特例給付金（厚生保護課）
実行委員長　岡本　栄
実行部会会長　池澤　素直
文化交流課　西村　澄子

9月19日 日置 9/22～9/28 出山 ○すえひろ学級 こけだま教室 スポーツリーダーバンクをご利用ください（スポーツ振興課） 秋の全国交通安全運動について（市民生活課） 比自岐のコスモス
　9月12日（金）午前10時～　あやま文化センター会議工作室 収録日：9月12日（金）午前9時30分～ 土地の無料相談会（都市計画課） （上野）
○紅花染め体験講座 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 上野城薪能（観光戦略課）
　9月14日（日）午後1時～　県伊賀保健所2階栄養指導室 空手8/30，18時～、サッカー9/4，19時～、卓球9/9，20時～、

市民スタッフ　日置さん 伊賀警察署からのお知らせ
9月26日 東谷 9/29～10/5 川部 ○竹灯り幽玄祭 いがぶらり体験博覧会「いがぶら」 はかりの検査を受けましょう（いがまち人権センター） 田代池

　9月20日（土）午後4時～8時30分　城之越遺跡（比土4724） 収録日：9月16日（火）午前9時30分～、9月22日（月）午後2時～いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） （阿山）
○見徳寺秘仏公開 収録場所：ハイトピア伊賀5階学習室2Ｂ、馬場建具店ほか
　9月23日（火・祝）午後3時～5時　見徳寺（中友生1007-2） 市民スタッフ　福森さん

いがぶら実行部会長　前田　かおり
観光戦略課　前川　智恵美

平成２６年度番組スケジュール表（８月～１月）
スタジオ

放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

資料１ 



背景
スタジオ

放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

10月3日 福森 10/6～10/12 赤木 〇平成２６年防災功労者内閣総理大臣賞受賞の報告 上野天神祭 いがまち展覧会開催（いがまち公民館） 尼ヶ岳
　9月26日（金）午後3時30分～　秘書課応接室 収録日：9月25日（木）午後6時～ 移動動物園を開催します（島ヶ原支所住民福祉課） （青山）
〇こどもチャレンジ教室 こどもそば打ち体験教室 収録場所：だんじり会館 保育所入所者募集と臨時保育士募集（こども家庭課）
　9月27日（土）午後3時30分～あやまふるさとの森 市民スタッフ　上田さん 親子お城ウォーク追加募集（上野公民館）
〇芭蕉翁生誕370年記念事業
　記念講演『紅花と芭蕉さん』＆対談『伊賀のこと京都のこと』

観光戦略課　川口さん

　9月28日（日）午後1時30～ハイトピア伊賀5階多目的大研修室
10月10日 井口 10/13～10/19 出山 ○庭木の整枝剪定講習会 赤井家住宅が生まれ変わりました 第１０回伊賀市民美術展覧会～市展「いが」～（文化交流課） 真泥池

　10月3日（金）午前10時～　上野公園 収録日：10月1日（水）午前9時30分～ ナースのためのカムバックセミナー参加者募集（経営企画課） （大山田）
○お干菓子づくり体験講座 収録場所：赤井家住宅
　10月3日（金）午前10時～　青山図書室 市民スタッフ　上田さん
○陶芸教室 赤井家住宅スタッフ　吉川和義さん
　10月4日（土）午後1時30分～　大山田公民館
○第３１回上野城薪能
　10月4日（土）午後6時～　上野城本丸広場

10月17日 川瀬 10/20～10/26 川部 ○光と音のイリュージョン＠俳聖殿 危険ドラッグについて 平成27年度学校給食食材納入業者の登録募集（給食センター） 森林公園
　10月11日（土）午後5時～9時　俳聖殿前広場 収録日：10月10日(金)午前10時～ 名張市・伊賀市地域循環型社会形成推進地域計画（中間案）パブコメ募集（廃棄物対策課） （上野）
○第68回芭蕉祭式典 収録場所：伊賀警察署 秋の読書週間（生涯学習課）
　10月12日（日）午前9時30分～　俳聖殿前広場 伊賀警察署　岡田　望 けんずいまつり２０１４（阿山支所振興課）
○連句アニメーション｢冬の日｣上映会＆トークショー
　10月13日（日）午後1時30分～　ハイトピア伊賀

10月24日 東谷 10/27～11/2 赤木 〇ファーマーズワークショップ伊賀 差別をなくす強調月間（人権政策・男女共同参画課） 本人通知制度について（住民課） 桃青の丘銀杏
　10月18日（土）午前9時～　伊賀市農業公園 収録日：10月14日（火）午後2時～ しぐれ忌・しぐれ忌俳句大会（伊賀支所振興課） （上野）
〇消防団操法訓練 収録場所：ハイトピア伊賀5階　視聴覚室 薬剤師募集（上野総合市民病院）
　10月19日（日）午後0時30分～　伊賀広域防災拠点 人権政策・男女共同参画課　安田さん いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）

★議会だより（行政視察報告）
10月31日 佐藤 11/3～11/9 出山 ○上野天神祭 平成25年度決算の概要について（財政課） 未の春展絵馬募集（上野公民館） 島ヶ原温泉やぶっちゃ

　10月24日（木）午後1時～、25日（土）午前9時～　上野市街地 収録日：10月28日（火）午前10:00～ 美術セミナー（文化交流課） （島ヶ原）
○ふれあいフェスタｉｎ青山 収録場所：ハイトピア伊賀5階　視聴覚室 児童虐待防止推進月間（こども家庭課）収録日：左記特集収録後
　10月26日（日）午前10時～　青山支所周辺 市民スタッフ　東谷さん

財政課　田口大介
11月7日 日置 11/10～11/16 川部 ○伊賀市市制施行10周年記念式典 子ども・若者育成支援強調月間（生涯学習課） いがまち差別をなくす強調月間「人権フェスティバル」（伊賀支所振興課）白藤滝

　11月1日（土）午後1時～　ヒルホテルサンピア伊賀 収録日：10月28日(火)午後1時～ （伊賀）
○大山田収穫まつり2014 収録場所：ハイトピア伊賀5階　多目的小研修室
　11月2日（日）午前9時30分～　大山田B＆G海洋センター駐車場 市民スタッフ　山村さん
○けんずいまつり2014 生涯学習課　山口ゆり
　11月3日（月・祝）午前10時～　阿山B＆G海洋センター駐車場
○滝山渓谷紅葉まつり
　11月3日（月・祝）午後1時30分～白藤滝周辺 ★議会だより（産業建設常任委員会行政視察報告）藤原さん確認済み

11月14日 福森 11/17～11/23 赤木 〇第29回子どもフェスティバル ふるさと伊賀市を応援しましょう やまなみ文化祭（いがまち公民館） 福地城跡
　11月8日（土）午前9時30～　ゆめドームうえの　第1競技場 収録日：11月7日（金）午前 第13回市民公開講座（経営企画課） （伊賀）
〇第10回伊賀市民スポーツフェスティバル 収録場所：ハイトピア伊賀5階　多目的小研修室

　11月9日（日）午前8時30分～　いがまちスポーツセンター他 市民スタッフ　東谷さん

総合政策課　半田さん ★議会だより（総務常任委員会行政視察報告）藤原さん確認済み
11月21日 上田 11/24～11/30 出山 ○親子お城ウォーク 障害者差別解消法 いがまち人権パネル展・解放講座（いがまち人権センター） かえで渓谷

　11月15日（土）午前9時～　ハイトピア5階集合 収録日：11月18日（火）午前10時～ 2つの給付金の申請受付期間を延長しています（厚生保護課） （大山田）
○阿山地区人権フェスティバル2014 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室1ＡＢ
　11月15日（土）午後1時30分～　あやま文化センター 市民スタッフ　日置さん
○旧崇広堂書道展「遊び感覚で年賀状を書いてみよう」 障がい福祉課　西岡　美沙樹
　11月16日（日）午前10時～　旧崇広堂 ★伊賀警察署からのお知らせ（11月14日金午前10時～収録）

11月28日 山村 12/1～12/7 川部 ○差別をなくすいがまちの集い 災害時の安否確認について 成人式について（生涯学習課） 島ヶ原の紅葉
　11月21日（金）午後7時30分～　ふるさと会館いが 収録日：11月25日（火）午後1時～ 年末の交通安全県民運動について（市民生活課） （島ヶ原）
○2014しまがはら人権のつどい 収録場所：ハイトピア伊賀5階　小研修室
　11月22日（土）午後1時30分～　島ヶ原中学校体育館 市民スタッフ　佐藤さん
○しまがはら歴史街道ウォーク 総合危機管理課　谷口　智也
　11月23日（日）午前10時30分～　JR伊賀上野駅

柘植歴史民族資料館企画展
『芭蕉翁をたたえて80年　柘植小学校芭蕉祭回顧展』(文化財課)



背景
スタジオ

放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

12月5日 井口 12/8～12/14 赤木 〇2014忍者の里伊賀上野シティマラソン さるびの温泉であったまろう～さるびのがんばってます～ 看護師募集（経営企画課） 上野市駅前イルミネーション
　11月30日（日）9時開会　上野西小学校グラウンド集合 収録日：11月28日（金）午前8時～ 消防水利付近の違反駐車防止について（中消防署） （上野）
〇おおやまだ人権フェスティバル2014 収録場所：大山田温泉さるびの 市営住宅の入居者を募集します（建築住宅課）
　11月30日（日）午後1時30分～大山田農村環境改善センター 市民スタッフ　井口さん

大山田温泉さるびの担当者
12月12日 川瀬 12/15～12/21 出山 ○はじめてのピラティス＆アロマテラピー 年末年始の犯罪被害や交通事故を防止しましょう 市役所日直業務員募集（管財課） 鳴塚古墳

　12月7日（日）午前10時～　大山田公民館 収録日：12月5日（金）午前10時～ 忍にん体操講習会（健康推進課） （大山田）
○人権を考える市民の集い 収録場所：伊賀警察署 未の春展(上野公民館）
　12月7日（日）午後1時30分～　伊賀市文化会館

12月19日 東谷 12/22～12/31 川部 ○2014人権のつどい 2014ダイジェスト 土芳を偲ぶ俳句会（文化交流課） 御旅所古墳
　12月13日（土）午後1時～　青山ホール もの忘れ外来診察（１月）（医療事務課） （阿山）
○オーガニックフェスタ2014
　12月13日(土)午前10時～午後3時　旧比自岐小学校

12月26日 佐藤 1/1～1/4 赤木 顔出し（市民スタッフ全員で外収録） 市長新年のあいさつ（１５分） ―
10分 収録日：12月19日（金）午後1：00出発　5時市役所着で

収録場所：初瀬街道～たわらや
市民スタッフ　上田さん
伊賀市長　岡本　栄
１１月１１日午後３時～３時半レク ★議会だより（議長新年のごあいさつ）5分

12月26日 日置 1/5～1/11 出山 ○未の春展 冬を健康に過ごしましょう 伊賀上野・城下町のおひなさん絵手紙募集（観光戦略課） 栄楽館
事前に撮影：12/25、10時～ハイトピア 収録日：12月17日（水）午後3時～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）1/9～22 （上野）

収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 三重大学発産学官連携セミナーⅰｎ伊賀（商工労働課）
市民スタッフ　山村さん 上野同和教育研究協議会連続講座（第2回）（生涯学習課）
健康推進課　沖田恵理、瀧口知津 ★伊賀警察署からのお知らせ

1月9日 福森 1/12～1/18 川部 ○親子教室 火災を予防しましょう（案） 第10回伊賀学検定（観光戦略課） 御斎峠
　1月6日（火）午前10時～　曙保育園「すくすくらんど」 収録日1月5日（月）午後1：30～ 第10回伊賀学検定受験対策セミナー(観光戦略課） （上野）
○絵本の広場 収録場所：消防本部 『第8回美し国三重市町対抗駅伝』応援団員募集（スポ振）
　1月7日（水）午前10時～　いがまち図書室 市民スタッフ　福森さん 上野同和教育研究協議会　第3回連続講座（生涯学習課）

予防課　久村　智也
1月16日 上田 1/19～1/25 赤木 〇消防出初式 冬は運動と温泉であたたまろう 「伊賀市史」第３巻の販売について（総務課）

１月11日（日）午前8時～　ゆめドームうえの ～島ヶ原温泉やぶっちゃ～ 青少年健全育成講演会（生涯学習課）
〇成人式 収録日：1月5日～9日
1月11日（日）午前11時30分～　ゆめぽりすセンター 収録場所：島ヶ原温泉やぶっちゃ

市民スタッフ
しまがはら郷づくり公社　川森さんに支所から依頼ＯＫ済

1月23日 山村 1/26～2/1 出山 ○こどもおやつづくり教室 地域包括支援センター 消防団員の募集について（消防救急課）
　1月17日（土）午前9時30分～　阿山保健福祉センター 収録日：1月16（金）午前10時～ いがまち人権パネル展・解放講座（いがまち人権センター）
○健康づくり講演会 収録場所:ハイトピア伊賀5階小研修室 住民票等コンビニ交付の実施について（住民課）
　1月17日（土）午後1時30分～　青山福祉センター 市民スタッフ　日置さん もの忘れ外来診察（医療事務課）
○忍にん体操講習会
　1月20日（火）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階


