
4月6日 佐藤 4/9～4/15 南 ○平成２４年度東日本大震災復興業務に係る派遣職員への辞令交付 児童手当てについて（こども家庭課） 伊賀上野NINJAフェスタ2012(商工労働観光課）
   3月30日（金）午前10時～　市役所応接室 おおやまだ人権大学講座inライトピア第17期生募集（ライトピアおおやまだ） 収録日　4月1日（日）　
○春の小さなコンサート 第７回さんさん名曲コンサート（企画課） 収録場所　忍者変身処ほか
   3月31日(土)午後1時31分～　青山ホール 商工労働観光課　川口　敦子
○上野南中学校竣工式　 市民スタッフ　佐藤　直美
   4月1日(日)午後2時～　上野南中学校 ★伊賀警察署からのおしらせ

4月13日 松本 4/16～4/22 赤木 ○春の全国交通安全運動出動式　 少子化対策推進委員会委員募集（こども家庭課） ごみの減量について（清掃事業課）
　 4月6日(金）午前7時30分～　三重県伊賀庁舎 木造住宅耐震補強計画・補強事業（建築住宅課） 収録日　4月9日（月）
○ちびっこ忍者ダンスダンス　 こども読書の日（生涯学習課） 収録場所　第3会議室
   4月7日(土）午前10時～　伊賀上野城本丸広場 国史跡崇高堂ワンコインライブ　～二胡とギターとピアノの調べ～（生涯学習課） 清掃事業課　平尾　慶旬

オレンジレンジライブツアー０１２（企画課）

4月20日 福森 4/23～4/29 正井 ○だんじり入替　 人権パネル展（いがまち人権センター） 防災と救急利用～いざという時のために～（消防救急課）
   4月15日（日）午前10時50分～　だんじり会館ほか つつじ祭りウォーク（企画課） 収録日　4月13日（金）
○島ヶ原小学校避難訓練　 ワンコインコンサート「癒しのクラシカルバラード」（企画課） 収録場所　消防本部会議室
   4月18日（水）午後2時～　島ヶ原小学校・中学校 消防救急課　中濱　竜治

★議会だより
4月27日 佐藤 4/30～5/6 南 ○菜の花まつり　 三重県内男女共同参画連携映画祭2012（人権政策・男女共同参画課） 高齢者が消費者トラブルにあわないために（市民生活課）

   4月22日（日）　午前11時～　丸山中学校周辺 再生品の展示販売（伊賀南部環境衛生組合） 収録日　4月20日（金）
青山保健センター運動施設から（青山保健センター） 収録場所　第3会議室

市民生活課　中井　澄子
★伊賀警察署からのおしらせ 市民スタッフ　佐藤　直美

5月2日 松本 5/7～5/13 赤木 ○赤ちゃん体操　 自力で避難することが難しい人へ 平成24年度当初予算について～前編～（財政課）
   4月25日（水)午前10時30分～　青山子育て支援センター 収録日　4月20日（金）
○おはなしの会　 収録場所　第32会議室
   4月28日（日）午後2時～　上野図書館 生涯学習センターオープン記念 財政課　今森　基嘉

廣重　明展・スタンプ画体験教室の開催について（生涯学習課） 市民スタッフ　福森　啓美
合併浄化槽補助金制度について（下水道課）

★忍にん体操
5月11日 上田 5/14～5/20 正井 ○青山みんなのおはなし会 きこえについての講習会（障がい福祉課） 平成24年度当初予算について～後編～（財政課）

　　5月8日（火）午前10時25分～　青山小学校図書室 ウエルカムベビー教室（健康推進課） 収録日　4月20日（金）
○人権パネル展　 災害時要援護者宅家具固定事業（建築住宅課） 収録場所　第32会議室
　　5月9日（水）午前9時～　いがまち人権センター　　 第５回　輝け！いがっ子フォトコンテスト作品募集（生涯学習課） 財政課　今森　基嘉

無事故無違反チャレンジ１２３（市民生活課） 市民スタッフ　福森　啓美

5月18日 福森 5/21～5/27 南 ○ハイトピア伊賀グランドオープン 生涯学習セミナー２０１２（生涯学習課） 伊賀の史跡～伊賀国分寺跡～（文化財室）
    5月12日（土）午前11時～　ハイトピア伊賀 親子英語サークル「アメリカンパイ」参加者募集（阿山支所振興課・企画課） 収録日　5月10日（木）
○第25回余野公園つつじ祭　 成人式交流会実行委員募集（生涯学習課） 収録場所　伊賀国分寺跡
    5月13日（日）午前11時～　余野公園 文化財室　福島　伸孝

★忍にん体操
5月25日 佐藤 5/28～6/3 赤木 ○防犯教室　 脳ドック抽選結果などのお知らせ（保険年金課） 食中毒を予防しましょう（健康推進課）

    5月18日（金）午後1時30分～　島ヶ原公民館 天然記念物保護管理ボランティア育成講座（文化財室） 収録日　5月15日（火）
○みんな集合！こども体験教室　 ケーブルテレビ維持管理費軽減制度をご利用ください（秘書広報課） 収録場所　島ヶ原支所１階会議室
    5月19日（土）午前10時～　　いがまち公民館 市民夏のにぎわいフェスタ２０１２「楽市・楽座」出展・参加者募集（商工労働観光課）島ヶ原支所住民福祉課　北寺　美雪
○生涯学習センターオープン記念　スタンプアート教室　 市民スタッフ 　上田　美代子
    5月20日（日）午前9時30分～　ハイトピア伊賀

★議会だより

さくらリサイクルセンター休日開場のお知らせ（清掃事業課）

お知らせできごと

　～災害時要援護者台帳への登録について～（介護高齢福祉課）

担当

平成２４年度　ウィークリー伊賀市　収録・放送スケジュール

スタジオ

放映期間 特集・特別番組
収録日（担当）
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お知らせできごと担当

平成２４年度　ウィークリー伊賀市　収録・放送スケジュール

スタジオ

放映期間 特集・特別番組
収録日（担当）
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6月1日 上田 6/4～6/10 正井 ○第25回青山高原つつじクウォーターマラソン大会 男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが２０１２」（人権政策・男女共同参画課） 市税の滞納解消への取り組みなど（収税課）
    5月27日（日）午前8時30分～ 青山高原 同和施策推進計画（第２次）策定方針パブリックコメント募集（同和課） 収録日　5月23日（水）
○みんなで遊ぼう!!集まれ伊賀の子どもたち2012　 障がい者地域自立支援協議会委員募集（障がい福祉課） 収録場所　第33会議室
    5月27日（日）午前9時30分～ ハイトピア伊賀 史跡旧崇廣堂特別講座　古文書教室（文化財室） 収税課　深沢　崇臣　

保険年金課　小谷　奈央
★伊賀警察署からのおしらせ

6月8日 松本 6/11～6/17 南 ○消費生活トラブル並びに全国ごみ不法投棄監視ウイーク街頭啓発　 児童手当現況届の提出（こども家庭課） 個人情報の保護制度（秘書広報課）
　  6月2日（土）　午前11時～　イオン伊賀上野店 男女共同参画週間パネル展(伊賀支所住民福祉課) 収録日　5月30日（水）
○島ヶ原文化サークルまつり　 市営住宅の入居者募集（建築住宅課） 収録場所　伊賀上野ケーブルテレビ（株）会議室
    6月3日（日）　正午～　島ヶ原会館 市展「いが」作品募集（企画課） 秘書広報課　赤木　修

市民スタッフ　福森　啓美
★忍にん体操

6月15日 福森 6/18～6/24 赤木 ○天然記念物保護管理ボランティア育成講座 住民票にアパート名などを記載します（住民課） 各種奨学金の募集について（教育総務課）
    6月9日（土）　午前9時～　上野地区 ２０１２伊賀市民文化祭の参加者を募集します（企画課） 収録日　6月5日（火）
○生涯学習セミナー2012 夏期こども水泳教室参加者募集（スポーツ振興課） 収録場所　大山田保健センター
    6月10日（日）午後2時～　ハイトピア伊賀 石川さゆり40周年記念コンサート（企画課） 教育総務課　山口　ゆり

6月22日 松本 6/25～7/1 正井 ○ライン・ダンス教室　 人権パネル展（いがまち人権センター） 公共交通機関を利用しましょう！（企画課）
    6月16日（土）　午後1時30分～　ハイトピア伊賀 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） 収録日　6月12日（火）
○水難救助対応訓練　 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　産業会館バス停・上野市駅
    6月18日（月）　午前9時30分～　大山田B＆G海洋センター艇庫 いがまち差別をなくす強調週間事業（伊賀支所住民福祉課） 企画課職員

第２８回青山夏まつり（青山支所振興課）
史跡旧崇廣堂特別講座　漢文学教室（文化財室）

6月29日 佐藤 7/2～7/8 南 ○土曜広場　 生涯学習推進委員会委員募集（生涯学習課） 水の事故を防止しましょう（消防救急課）
    6月23日（土） 午前10時～　青山子育て支援センター 着地型観光講演会（商工労働観光課） 収録日　6月22日（金）
○伊賀市健康づくり推進員委嘱状交付式及び平成２４年度伊賀市健康の駅長連絡会総会 公立保育所・保育園の臨時保育士募集（こども家庭課） 収録場所　消防本部
    6月23日(土)　午後1時～　ハイトピア伊賀 第１回いがまち解放講座（いがまち人権センター） 消防救急課　仲濱　竜治

病児・病後児保育室くまさんルーム（こども家庭課）

7月6日 松本 7/9～7/15 赤木 ○伊賀地域支援事業　平成２３年度成果展示　 夏の交通安全県民運動（市民生活課） 青山保健センター運動施設の紹介（青山保健センター）
    7月2日（月）　ゆめポリスセンター ひゅーまんフェスタ２０１２（人権政策・男女共同参画課） 収録日　6月29日（金）
○シンポジウム大震災から学ぶ多文化共生のまちづくり　 障がい者の職場実習生を募集します（障がい福祉課） 収録場所　青山保健センター運動施設
  　7月1日（日）午後1時30分～　ハイトピア伊賀 農業ふれあいまつり（農林振興課） 青山保健センター　滝原　英子

新世紀コンサート2012　坂元愛由子トリオコンサート（企画課） 市民スタッフ　松本　裕衣
日本舞踏集団「弧の会」レクチャー＆デモンストレーション（企画課）

★忍にん体操
7月13日 福森 7/16～7/22 正井 ○ライトピアおおやまだ人権フェスティバル　 住宅の耐震化事業(建築住宅課） 受けましょう！がん検診（健康推進課）

    7月9日（月）午後7時30分～　ライトピアおおやまだ ホール 和太鼓フェスティバル　風の宴ｉｎ伊賀（企画課） 収録日　7月3日（火）
○親子英語サークル「アメリカンパイ」　 しまじろうコンサート２０１２「おとぎのくにのだいぼうけん」（企画課） 収録場所　ハイトピア伊賀
    7月10日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター 健康推進課　宮田　利恵

★伊賀警察署からのおしらせ
7月20日 松本 7/23～7/29 南 ○知事と市長の1対１対談　 福祉医療費助成制度対象者拡大に伴う申請について（保険年金課） 花火遊びによる事故を防止しましょう(消防予防課）

    7月15日（日）午後2時～　ハイトピア伊賀 人権パネル展（いがまち人権センター） 収録日　7月12日（木）
○第28回青山夏まつり　 なつやすみ　手づくり　体験ふぇすた（文化財室） 収録場所　消防本部
    7月15日（日）午後2時～　青山公民館周辺 中消防署　森下　征典
○第15回農業ふれあいまつり
    7月16日（月）午前9時～　伊賀市農業公園

★忍にん体操
7月27日 佐藤 7/30～8/5 赤木 ○いがまち人権センター・解放講座　 スポーツ推進審議会委員の募集（スポーツ振興課） 高齢者に安心して生活していただくために

   7月20日（金）午後7時30分～　いがまち人権センター 「市民体力測定会」参加者募集（スポーツ振興課） 　　　　～認知症について～（地域包括支援センター）
○元気っ子ひろば 第19回中瀬ふれあい夏祭り（寺田市民館） 収録日　7月19日（木）
   7月24日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター サイレン吹鳴と黙とうについて（人権政策・男女共同参画課） 収録場所　第3会議室

地域包括支援センター　二階堂　樹
★議会だより


