
4月3日 上田 4/6～4/12 川部 ○第11回ゆめテクノ伊賀こども大学 伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2015（前編）（観光戦略課） 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　3月27日（金）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀 収録日：3月23日（月）午後2時～　ハイトピア伊賀小研修室 伊賀ぶらり体験博覧会いがぶら2015エントリー募集（観光戦略課）
○サクラサク春のライトアップイルミネーション 市民スタッフ　井口さん
　3月28日（土）午後1時～　伊賀の国大山田温泉さるびの 観光戦略課　前川智恵美
○ドイツの食と文化を知ろう！ ・3/23 午後1時～伊賀白鳳高校、午後3時～銀座の館和ホール
　3月29日（日）午後10時～　青山ハーモニーフォレスト ・3/27午後3時30分～ふれあいプラザ、3/30午後7時～銀座の館和ホール ★こども広場（自治基本条例）

4月10日 東谷 4/13～4/19 赤木 〇ちびっこ忍者ダンス・ダンス 伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2015（後編）（観光戦略課） 第8回輝け！いがっ子フォトコンテスト作品募集（生涯学習課）

　4月4日（土）午前10時～　上野公園 収録日：4月5日（月）午前10時～　ハイトピア伊賀ミーティングルーム
伊賀市男女共同参画基本計画（第３次）策定方針パブコメ募集（人権
男女）

〇さくらを描こう 市民スタッフ　上田さん 子ども読書の日（生涯学習課）
　4月4日（土）午前10時～　上野南公園管理棟 観光戦略課　前川智恵美 おおやまだ人権大学講座inライトピア（ライトピアおおやまだ）

★みんなで忍にん！（広聴情報課）
4月17日 川瀬 4/20～4/26 出山 ○伊賀連携フィールド市民講座「忍者・忍術学講座」 市の情報発信（広聴情報課） みんなで忍にん！出演団体募集（広聴情報課）

　4月11日（土）午前10時30分～　ハイトピア伊賀3階 収録日：4月9日（木）午前10時～　ハイトピア伊賀ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 市指定ごみ袋と差額シールのセット販売（廃棄物対策課）
○多文化理解講座 市民スタッフ　東谷さん
　4月11日（土）午後3時30分～　上野ふれプラ3階中会議室 広聴情報課　赤木　修

★議会だより（新議長就任あいさつ）藤原さんから連絡あり
4月24日 山村 4/27～5/3 川部 ○伊賀の国コスプレ春の陣2015 最近、増加している消費者被害について（市民生活課） 春の文化財再発見ツアー（上野公民館）5/7申込開始

（上田） 　4月18日（土）午後3時～　忍者道場ほか 収録日：4月13日（月）午後2時～　ハイトピア伊賀小研修室 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）
○第27回霊山桜まつり 市民スタッフ　井口さん
　4月19日（日）午前10時～　霊山寺 市民生活課　消費生活相談員　中井　澄子

★伊賀警察署からのお知らせ
5月1日 佐藤 5/4～5/10 赤木 〇菜の花まつり 平成27年度当初予算の概要について・前編（財政課） コンビニ交付サービス普及啓発（住民課）

　4月26日（日）午前10時～　長田小学校 収録日：4月23日（木）午後3時30分～　ハイトピア伊賀ミーティングルーム 看護師募集・看護師就職説明会（経営企画課）
市民スタッフ　川瀬さん 生涯学習セミナー（生涯学習課）
財政課　藤森　康介

★こども広場（予算）
5月8日 福森 5/11～5/17 出山 ○伊賀線まつり２０１５ 平成27年度当初予算の概要について・後編（財政課） 合同就職セミナー（商工労働課）

　5月3日（日・祝）午前10時～　伊賀鉄道上野市駅車庫 収録日：4月23日（木）午後3時30分～　ハイトピア伊賀ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ ナイトライブラリー（上野図書館）
○さるびの川魚つり大会 市民スタッフ　川瀬さん
　5月5日（火・祝）午前11時～　さるびの温泉 財政課　藤森　康介

★みんなで忍にん！（広聴情報課）
5月15日 井口 5/18～5/24 川部 ○第28回余野公園つつじ祭 〇禁煙してみませんか？ いきいき未来いが2015（人権男女）

　5月10日（日）　余野公園 収録日：5月8日（金）午後2時～　ＩＣＴ カルチャーサポートイベント募集（文化交流課）
〇泥んこ田植え体験 市民スタッフ　東谷さん 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　5月10日（日）午前10時～　柏尾地内 健康推進課　沖田　恵理

★議会だより（本会議等の傍聴とテレビ放送について）

ウィークリー伊賀市放送スケジュール（４月～８月）

スタジオ
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資料２－２ 



ウィークリー伊賀市放送スケジュール（４月～８月）
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資料２－２ 

5月22日 佐藤 5/25～5/31 赤木 〇生命の駅伝 みえ森と緑の県民税ウッドスタート事業 脳ドック受診者の抽選（保険年金課）※抽選日確認すること
　5月15日（金）　午前8時45分～　ハイトピア伊賀多目的広場 収録日：5月15日（金）午後1時30分～　ICT 島ヶ原文化サークルまつり（中央公民館）
〇第1回生涯学習セミナー2015 市民スタッフ　上田さん 図書館協議会委員の募集（上野図書館）
5月16日（土）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 農林振興課 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）

★伊賀警察署からのお知らせ
5月29日 上田 6/1～6/7 出山 ○ナイトライブラリー 災害のとき「命を守るための避難行動」について（総合危機管理課） 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）

　5月22日（金）午後3時～　上野図書館 収録日：5月21日（木）午前9時～ICT 三重県内男女共同参画連携映画祭2015（人権男女）
市民スタッフ　佐藤さん ケーブルテレビ維持管理費軽減制度（広聴情報課）
総合危機管理課：谷口　智也

★こども広場（情報公開制度）

6月5日 川瀬 6/8～6/14 川部 ○全国ごみ不法投棄監視ウィーク街頭啓発 市の奨学金の紹介（教育総務課） 市展「いが」作品募集（文化交流課）
　5月30日（土）午前11時～　アピタ伊賀上野店 収録日：5月26日（火）午前10時～　ハイトピア伊賀学習室２ ナースのためのカムバックセミナー（経営企画課）
○第28回青山高原つつじクォーターマラソン大会 教育総務課　辻本　和輝
　5月31日（日）午前10時～　青山高原

★みんなで忍にん！（健康推進課）
6月12日 東谷 6/15～6/21 赤木 〇第64回上野子ども会卓球大会 食中毒にご用心！ 成人式実行委員募集（生涯学習課）

　6月6日（土）午前8時30分～　ゆめドームうえの 収録日 伊賀市民文化祭参加者募集（文化交流課）
〇島ヶ原文化サークルまつり 収録場所 いがまち男女共同参画パネル展（伊賀支所振興課）
　6月7日（日）正午～午後4時　島ヶ原会館ふれあいホール 健康推進課　瀧口　千津

市民スタッフ　福森さん

6月19日 上田 6/22～6/28 出山 ○男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2015」 7月～9月は公共交通機関利用促進強調期間です（総合政策課） 子育て臨時特例給付金の申請はお済みですか？（生活支援課）
　6月13日（土）午後1時～　ふるさと会館いが 収録日：6月10日（水）午後1時30分～ 特定健康診査・後期高齢者健康診査を受けましょう（保険年金課）

収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 ライトピアおおやまだ人権フェスティバル（ライトピアおおやまだ）
総合政策課　風隼　徳彰、杉浦　直樹

★伊賀警察署からのお知らせ
6月26日 福森 6/29～7/5 川部 ○しらさぎ運動公園多目的グラウンド完成記念 水の事故防止について 中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）について

　伊賀市ゲートボール選手権大会 収録日：6月17日（水）午後2時～
　6月23日（火）午前9時～　しらさぎ運動公園 収録場所：中消防署

市民スタッフ　山村さん
消防救急課：丸木　美紗貴

★こども広場（公共交通ワンモア運動）

7月3日 井口 7/6～7/12 赤木 〇河川水難救助訓練 介護予防リーダーになりませんか（地域包括支援センター）
寺田市民館・いがまち人権センターじんけんパネル展
（寺田市民館、いがまち人権センター）

　6月25日（金）午前9時～岩倉木津川（中原石材南河川） 収録日：6月25日（木）午前9時30～ 夏の交通安全県民運動（市民生活課）
〇多文化共生理解講演会 収録場所：ＩＣＴ会議室 第31回青山夏まつり（青山支所振興課）
　6月28日（日）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 地域包括支援センター　宮田　利恵

★みんなで忍にん（総合政策課）
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7月10日 佐藤 7/13～7/19 出山 ○いきいきライフ講座（和菓子作り） 熱中症予防（消防予防課） クローバーカレッジ第5期生募集（人権男女）
　7月3日（金）午後1時30分　大山田保健ｾﾝﾀｰ栄養指導実習室 収録日：6月30日（火）午後3時～ 第14回市民公開講座　オープンホスピタル（経営企画課）
○楽がきくらぶ（キャタピラ） 収録場所：中消防署 市長講演会（生涯学習課）
　7月4日（土）午前10時～　阿山文化センター外広場 市民スタッフ　日置さん

★議会だより（議会報告会と請願陳情について）
7月17日 上田 7/20～7/26 川部 ○夏の交通安全県民運動出動式 しらさぎ運動公園の紹介（スポーツ振興課） 臨時福祉給付金の申請を受け付けます（生活支援課）

　7月10日（金）午前7時30分～　ハイトピア伊賀前多目的広場 収録日：7月6日（月）午後1時30分～ 伊賀市読書感想文コンクール作品募集（上野図書館）
○高齢者料理教室 収録場所：しらさぎ運動公園
　7月10日（金）午前10時～　阿山保健福祉センター栄養実習室 市民スタッフ　佐藤さん
○帯締め製作体験
　7月11日（土）午前10時～　青山公民館 伊賀警察署からのお知らせ

7月24日 川瀬 7/27～8/2 赤木 〇上野遊水地運用開始式典 市民夏のにぎわいフェスタ・伊賀市市民打ち上げ花火大会 黙とうのお願い（人権男女）
　7月19日（日）午前10時～　前田教育会館　蕉門ホール （中心市街地推進課） いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）
〇第31回青山夏まつり 収録日：7月17日（金）午後2時～ おはなし広場（青山公民館）
　7月19日（日）午後3時～青山ホール前・青山公民館周辺 収録場所：ハイトピア伊賀5階多目的小研修室
〇農業ふれあいまつり 市民スタッフ　福森さん
　7月20日（月）午前9時～農業公園ふれあい広場 市民夏のにぎわいフェスタ2015実施委員会委員　村井　元治さん

伊賀市打ち上げ花火実行委員会委員長　上田　功介さん
7月31日 東谷 8/3～8/9 出山 ○第35回伊賀焼陶器まつり 平成28年度採用予定の市職員を募集します（人事課） 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）

　7月24日（金）午前9時～あやまふれあい公園 収録日：7月22日（水）午前11時～
○消防団夏期訓練 収録場所：ハイトピア伊賀5階多目的小研修室
　7月26日（日）午前8時～霊峰中学校 人事課：居附さん
○市長講演会
　7月26日（日）午後1時30分～ハイトピア5階多目的大研修室 ★こども広場（道路ふれあい月間）

8月7日 山村 8/10～8/16 川部 ○市民公開講座オープンホスピタル 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） 合同就職セミナーＵＪＩターン（商工労働課）
　8月1日（土）午後0時15分～　上野総合市民病院 収録日：7月29日（水）午後1時30分～
○しまがはら夏まつり 収録場所：ICT会議室
　8月1日（土）午後3時～　島ヶ原温泉やぶっちゃ ゲートボール7/2 10時～、ソフトテニス7/11 13時～

市民スタッフ　佐藤さん
★みんなで忍にん（7月28日収録）

8月14日 川瀬 8/17～8/23 赤木 〇子ども防災講座 いがぶら開催（観光戦略課） ひゅーまんフェスタ2015（人権男女）
　8月7日（金）午前10時30分～元気クラブ（桐ヶ丘） 収録日：8月5,6のいずれか（いつでも）で調整
〇こども体験教室 収録場所：ICT会議室
　8月8日（土）午前10時～　いがまち公民館 市民スタッフ　東谷さん

観光戦略課　前川さん
★議会だより（請願・陳情について）

8月21日 福森 8/24～8/30 出山 ○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現地レポート（人権男女） 上野同和教育研究協議会第30回研究大会（生涯学習課）
（日置） 　8月15日（土）午後6時～　大山田せせらぎ運動公園 収録日：8月17日（月）午後2時30分～

○親子英語サークルアメリカンパイサマーイベント 収録場所：本庁舎2階　第3会議室
　8月18日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター 人権政策・男女共同参画課　西村さん
○伊賀市教育研究集会
　8月18日（火）午後2時30分～　伊賀市文化会館 ★伊賀警察署からのお知らせ


