
　平成２５年度　ウィークリー伊賀市収録・放送スケジュール（8月～1月）

背景

8月2日 佐藤 8/5～8/11 南 ○吹奏楽公開練習と発表会 市民夏のにぎわいフェスタ（観光戦略課） 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している皆さんへ（こども家庭課） 雨乞山

　7月26日（金）午後1時30～　青山ホール 収録日：7月26(金）午後1時30分～ 伊賀市率桃青の丘幼稚園入園説明会（桃青の丘幼稚園） （阿山）
○こども体験教室　親子料理教室 収録場所：ICT会議室
　7月27日（土）午前10時～　いがまち保健福祉センター 市民夏のにぎわいフェスタ2013実施委員会委員　村井　元治さん
○ひゅーまんフェスタ２０１３「戦争を聴くⅢ」 打ち上げ花火実行委員会委員長　栗野　仁博さん
　7月28日（日)午前10時～　ヒルホテルサンピア伊賀４Ｆ 市民スタッフ　佐藤さん
○名神名阪連絡道路の早期実現に向けたシンポジウム
　7月27日（土）午後2時～　あいの土山文化ホール ★伊賀警察からのお知らせ(警察事務職員募集)

8月9日 岡田 8/12～8/18 赤木 ○市民講座オープンホスピタル 出前講座お届けします 第２８回上野同和教育研究協議会（生涯学習課） 逆柳の甌穴
　8月3日（土）午後0時30分～　上野総合市民病院西1階会議室ほか 収録日：8月1日（木）午後1時30分 山崎まさよしコンサート（企画課） （青山）
○しまがはら夏まつり 収録場所：消防本部会議室
　8月3日（土）午後2時～9時　しまがはら温泉やぶっちゃ 市民スタッフ　福森さん,（佐藤さん山村さんは体験のみ）
○嘉田由紀子滋賀県知事講演会 秘書広報課　赤木　修
　8月4日（日）午後2時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 ★議会だより

8月15日 福森 8/19～8/25 出山 ○ゆめテクノ伊賀こども大学 夏バテ・熱中症を予防しましょう（健康推進課） 三重県視覚障害者福祉大会ボランティアスタッフ募集（障がい福祉課） 余野公園
　8月9日（金）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀 収録日：8月9日（金）午前10時～ 小蓑山見送幕完成披露記念講演会（文化財室） （伊賀）
○夏休み親子で学ぶ文化財ウォーク 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室
　8月10日（土）午前9時～　ハイトピア伊賀集合 大山田支所健康福祉課　平尾　文子

市民スタッフ　山村さん ★議会だより
8月23日 松本 8/26～9/1 南 ○おおやまだふるさと夏まつり 公共交通機関利用促進強調期間(再放送) もの忘れ外来診察（市民病院） 森林公園（キキョウ、サギソウ）

　8月15日（木）午後8時～　せせらぎ運動公園 要約筆記奉仕員を派遣します（障がい福祉課） （上野）
○伊賀市市民打ち上げ花火大会 史跡旧崇廣堂ＬＩＶＥ２０１３「竹一夜」（文化財室）
　8月17日（土）午後8時～　上野運動公園周辺
○市民夏のにぎわいフェスタ２０１３
　8月18日（日）午後2時～　銀座通り、本町通りとその周辺

8月30日 山村 9/2～9/8 赤木 〇子育て支援事業キラキラべビー　「家庭で役立つ救命法」 非核平和中学生広島派遣団レポート（人権政策・男女共同参画課） いがまち人権センターパネル展 城之越遺跡
　8月23日(金）午前10時30～　ハイトピア伊賀4階プレイルーム 収録日：8月22日（木）午前9時30分～ 欠席者27日（火）午後2時～ 「メディア・リテラシーとインターネット上の人権侵害」（いがまち人権センター） （上野）
〇第44回全国中学校新体操選手権大会 収録場所：第3会議室 いがまち人権センター・解放講座（いがまち人権センター）
　8月24日（土）午前11時40分～　ゆめドームうえの 人権政策・男女共同参画課　世古　晃義 上野歴史民俗資料館特別企画展
〇夏休み子ども公民館講座　オオサンショウウオ観察会 「恐竜と世界の化石２０１３　併催チリモンワールド」（文化財室）
　8月24日(土）午後5時30分～　阿波地区市民センター

9月6日 上田 9/9～9/15 出山 ○青山保健センター健康フェスティバル 桃青の丘幼稚園の紹介と平成26年度入園児募集 第67回芭蕉祭　子ども合唱団参加者募集(企画課） たわらや
　8月31日（土）午前10時～午後7時　青山保健センター 収録場所：桃青の丘幼稚園 庭木の整枝剪定講習会（都市計画課） （青山）
○キラキラ出前講座 収録日：9月3日（火）午前9時～ 古代の祭祀のにわ　城之越遺跡「竹灯り幽玄祭」（文化財室）
　9月2日（月）午前10時30分～　きじが台地区市民センター 桃青の丘幼稚園　中尾　はるか

市民スタッフ　上田さん ★伊賀警察署からのお知らせ（各種相談窓口と伊賀警察署協議会について）

9月13日 佐藤 9/16～9/22 南 ○三重大学伊賀連携フィールド開設1周年企画「忍者」からみた日本と中国―交流の歴史と未来 伊賀の史跡～山田盆地の古墳紹介～ 生涯学習セミナー２０１３（第４～６回）（生涯学習課） 田代池

　9月6日（金）午後1時～　ハイトピア伊賀3階コミュニティー情報プラザホール 収録場所：大山田支所 秋の全国交通安全運動（市民生活課） （伊賀）

○上野同和教育研究協議会第２８回研究大会 収録日：9月6日（金）午後2時～ インターネット公売情報（収税課）
　9月7日（土）午前9時45分～　伊賀市文化会館 文化財室　福島　伸孝 土地の無料相談会（都市計画課）
○小蓑山見送幕復元新調完成披露記念講演会 華麗なる響演　奥村愛＆上松美香＆サキタハヂメ（企画課）
　9月8日（日）午前9時30分～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室

9月20日 井口 9/23～9/29 赤木 〇伊賀の和菓子教室 市の情報発信について 伊賀上野・城下町のおひなさん 上野歴史民俗資料館
　9月12日（木）午後1時30分～　ハイトピア伊賀4階　調理室 収録日：9月13日（金）午後1時30～ 　　　～十二単・束帯で結婚式カップル募集～（観光戦略課） （上野）
〇こどもちゃれんじ教室　第4回「紙すき教室」 収録場所：ハイトピア伊賀5階視聴覚室 いがまち家庭教育講演会（いがまち公民館）
　9月14日（土）午前9時30分～　あやま文化センター会議・工作室 秘書広報課　赤木　修 ひじきコスモス祭り（（農林振興課）

市民スタッフ　佐藤さん もの忘れ外来診察（市民病院）
★忍にん体操

9月27日 福森 9/30～10/6 出山 ○クラフト教室 ウォーキングを始めましょう いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）「多文化共生社会について」 そばの花(玉瀧)
　9月20日（金）午前9時30分～　大山田公民館 収録場所：青山保健センター運動施設 灯りと華のプロムナード　ACTIONⅢ　（文化財室） （阿山）
○「敬老の日」に係る表敬訪問 収録日：9月20日（金）午後1時30分～
　9月20日（金）午前10時～　第二梨ノ木園・宮﨑様宅 青山保健センター運動施設　竹田　和正
○伊賀連携フィールド2013年度市民講座 市民スタッフ　山村さん
　9月21日（土）午前10時30分～　ハイトピア伊賀3階
○第30回上野城薪能
　9月21日（土）午後6時～　上野城本丸広場

特集・特別番組
収録日（担当）

できごと おしらせ
スタジオ

放映期間 担当

資料４ 



10月4日 松本 10/7～10/13 南 ○生涯学習セミナー２０１３ 上野天神祭（観光戦略課） 平成26年度保育所・保育園の入所・入園希望者募集（こども家庭課） コスモス（比自岐）
　9月28日（土）午後2時～　ハイトピア伊賀 5階 多目的大研修室 収録日：9月26日（木） 第９伊賀市民美術展覧会～市展「いが」～（企画課） （上野）
○青少年健全育成講演会 収録場所：だんじり会館 島ヶ原人権講演会（中央公民館）

　9月29日（日）午後2時～　阿山保健福祉センター ホール 観光戦略課　中林　謙太
WAHAHA本舗PRESENTS　マチャミ＆ポカスカジャンの音楽遊び
「結婚線が消えてきた」（企画課）

市民スタッフ　井口さん
あやま文化センターワンコインコンサート
東西二胡外伝～伊賀の陣～（企画課）

★伊賀警察署からのお知らせ(全国地域安全運動）
10月11日 山村 10/14～10/20 赤木 〇２０１３伊賀忍者と名車フェラーリコラボレーションイベント 忍びの里　伊賀産を味わおう 子育てホットサロン「みるる」（障がい福祉課） だんじり会館

　10月5日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 収録日：10月4日（金）午後2時～ いがまち展覧会（いがまち公民館） （上野）
〇楽がきくらぶ　「クレパス版画」 収録場所：阿山支所　第1会議室 服部　博之Special　Live「一會-いちえ-2013」in伊賀（企画課）
　10月5日（土）午前10時～　あやま文化センター　サークル活動室 農林振興課　北田　浩平 親子で楽しむオーケストラ！～愛知屋内オーケストラと遊ぼう～（企画課）
〇名張市消防本部・伊賀市消防本部合同訓練 市民スタッフ　上田さん
　10月8日（火）午前9時30分～　伊賀広域防災拠点

10月18日 佐藤 10/21～10/27 出山 ○第67回芭蕉祭式典 子ども・若者育成支援強調月間（生涯学習課） 秋の読書週間（生涯学習課） 伊賀焼伝統産業会館
  10月12日（土）午前10時～　上野公園俳聖殿前 収録日：10月10日（木）午前10時～ 学校給食食材納入登録者の募集（いがっこ給食センター夢） （阿山）
○ひじきコスモス祭り 収録場所：ハイトピア伊賀4階ミーティングルーム 島ヶ原文化作品まつり（展覧会）（中央公民館）
　10月13日（日）午前10時～　比自岐小学校周辺 生涯学習課　森林　紗織
○いにしへの初瀬街道ハンドベルｉｎ大村の杜 市民スタッフ　井口さん
  10月14日（月・祝）午前9時～　青山北部公園グラウンド北側駐車場集合 ★議会だより

10月26日 上田 10/28～11/3 南 ○みんな集合！こども体験教室（ネイチャークラフト） 本人通知制度（住民課） 「差別をなくす強調月間」期間中の催し（人権政策・男女共同参画課） 市展「いが」
　　10月19日（土）午前10時～　いがまち公民館ホール 収録日：10月21日（月）午前10時～ 「差別をなくす強調月間」期間中の伊賀支所管内催し（伊賀支所住民福祉課） （上野）
○市展「いが」表彰式 収録場所：ICT会議室 人権パネル展（いがまち人権センター）「自閉症を知っていますか？　」
　　10月27日（日）午後2時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 住民課　西岡　美沙樹 やまなみ文化祭（いがまち公民館）

市民スタッフ　上田さん もの忘れ外来診察(医療業務課）
10月31日 井口 11/4～11/10 赤木 〇フェイクスイーツ教室 平成24年度決算の概要について（財政課） いがまち人権センター・解放講座（いがまち人権センター） 白藤滝

　10月26日（土）午後1時30分～　大山田公民館 収録日：10月22日（火）午後2時～ 児童虐待防止推進月間について（こども家庭課） （伊賀）
〇いがまち展覧会 収録場所：ハイトピア伊賀5階多目的小研修室
　10月26日（土）午前9時30～　いがまち公民館ほか 財政課　北村　謙治
〇ナイトライブラリー灯りでつなぐ本との出逢い2013 市民スタッフ　佐藤さん
　10月26日（土）午後5時～　上野図書館

11月8日 福森 11/11～11/17 出山 ○けんずいまつり２０１３ 住民基本台帳カードについて（住民課） 旧小田小学校特別企画展なつかしの学校給食（企画課） 紅葉
　11月3日（日・祝）午前10時～　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場 収録日：10月31日（木）午前9時30分～ （島ヶ原）
○第26回滝山渓谷紅葉まつり 収録場所：ハイトピア伊賀 4階多目的室
　11月3日（日・祝）午前10時30分～　白藤滝周辺 住民課　南出　真樹
○大山田収穫まつり２０１３と国際交流フェスタ 市民スタッフ　福森さん
　11月4日（月・振替）午前9時30分～　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
○ハイトピア伊賀駅前広場完成グランドオープンイベント
　11月4日（月・振替）午前9時～　ハイトピア伊賀ほか ★伊賀警察署からのおしらせ(犯罪被害者支援活動）

11月15日 松本 11/18～11/24 南 ○父子(おやこ)料理教室 ウィークリー伊賀市の制作と市民スタッフ募集（秘書広報課） 「午の春展」絵馬作品募集（上野公民館） 森林公園
　11月9日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀4階調理実習室 収録日：11月11日（月）午前10時～ もの忘れ外来診察（医療事務課） （上野）

○式年遷宮記念滋賀・三重観光フォーラム in 多賀大社 収録場所：ICT会議室 伊賀のかんこ踊り映像鑑賞とトークの会（文化財室）

　11月9日（土）午後3時30～　多賀大社(参集殿) 秘書広報課　出山　幹
○ふれあいフェスタ in 青山
  11月10日（日）午前10時～　青山支所周辺 ★議会だより

11月22日 佐藤 11/25～12/1 赤木 〇阿山地区人権フェスティバル2013 市長就任２年目を迎えて 合同就職セミナー（商工労働課） 桃青銀杏
　11月16日（土）午後1時30分～　あやま文化センターさん産ホール 収録日：１１月１５日（金）午前9時～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）「ありのまま、ここで生きる」 （上野）
〇伊賀国分寺跡の現地見学会 収録場所：蓑虫庵
　11月17日（日）午前10時～　ヒルホテルサンピア伊賀駐車場集合 伊賀市長　岡本　栄
〇高齢者向け交通安全教室 市民スタッフ　井口さん
　11月19日（火）午前9時～　上野自動車教習所 ★議会だより

11月29日 山村 12/2～12/8 出山 ○伊賀市市民文化祭（総合フェスティバルⅡ） 障害者週間
伊賀市における廃棄物処理のあり方検討に対する中間答申のパブリックコメン
ト募集（清掃事業課）

紅葉渓谷

　11月23日（土・祝）午後1時～　伊賀市文化会館　 収録日：11月22日（金）午前9時30分～ 成人式の開催について（生涯学習課） （大山田）
○2013忍者の里　伊賀上野シティマラソン 収録場所：ハイトピア伊賀5階学習室2
　11月24（日）午前10時5分～　市役所前スタート 障がい福祉課　坂森　荘平

市民スタッフ　井口さん
12月6日 上田 12/9～12/15 南 ○差別をなくすいがまちの集い 島ヶ原温泉やぶっちゃであったまろう！ 年末の交通安全県民運動について（市民生活課） 駅前イルミネーション

　11月29日（金）午後7時30分～　ふるさと会館いが 収録日：11月27日（水）午前8時～ 消火栓や防火水槽の付近は駐車禁止です（消防本部） （上野）
○2013しまがはら人権のつどい 収録場所：島ヶ原温泉やぶっちゃ
　11月30日（土）午後1時30分～　島ヶ原会館 しまがはら郷づくり公社　川西　智子さん
○おおやまだ人権フェスティバル2013 市民スタッフ　山村さん
　12月1日（日）午後1時30分～　大山田農村環境改善センター



12月13日 井口 12/16～12/22 赤木 〇伊賀地区ロードレース大会 年末年始の犯罪被害や交通事故を防止しましょう 午の春展（上野公民館） 小田小学校
　12月7日（土）午前10時～　上野運動公園競技場 収録日：12月5日（木）午後2時～ 上野同和教育研究協議会連続講座　第2回・3回（生涯学習課） （上野）
〇2013人権のつどい（青山会場） 収録場所：伊賀警察署
　12月7日（土）午後1時30分～　青山ホール 伊賀警察署　島田　幸助
○伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園 　　　　　　　　　南　　美羽
　12月8日（日）　上野恩賜公園（東京都台東区） 　　　　　　　　　服部　まりか

12月20日 福森 12/23～12/31 出山 ○みんな集合！こども体験教室 インフルエンザを予防しましょう 第54回伊賀地区駅伝競走大会参加チーム募集（スポーツ振興課） 柘植歴史民俗資料館（伊賀）
　12月14日（土）午前10時～　いがまち保健福祉センター 収録日：12月11日（水）午後2時～ もの忘れ外来診察（１月）（医療事務課）
○人権を考える市民の集い 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 第24回青山推薦コンサート（企画課）
　12月14日（土）午後1時30分～　伊賀市文化会館 阿山支所健康福祉課　山田　順恵
○離乳食教室 市民スタッフ　井口さん
　12月16日（月）午後1時30分～　島ヶ原老人福祉センター

12月26日 岡田 1/1～1/5 南 なし 市長から～新年のあいさつ～ 上野城、俳聖殿
収録日：12月20日（金）午後1時～ （上野）
収録場所：史跡旧崇広堂
伊賀市長　岡本　栄 ★議会だより（新年のあいさつ）
市民スタッフ　佐藤さん ★忍にん体操（ロングバージョン）

12月26日 岡田 1/6～1/12 赤木 〇おおやまだ元日マラソン ダイジェスト版 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） 鍵屋の辻
　1月１日（水）午前8時15分～　大山田温泉さるびの ～平成２５年を振り返って～ 　　　　　　　　　　　　　　「子どもと高齢者の人権について　」 （上野）
〇午の春展 〇ちびっこ忍者ダンスダンス 青少年健全育成推進大会（生涯学習課）
　12月27日（金）午後2時～　ハイトピア伊賀5階学習室 〇第２６回余野公園つつじ祭 篠ぶえに挑戦（企画課）

〇第２６回青山高原つつじクォーターマラソン大会 ロビーコンサートうたおに華麗衆（企画課）
〇けんずいまつり２０１３
〇ハイトピア伊賀駅前広場完成グランドオープンイベント

1月10日 佐藤 1/13～1/19 出山 〇消防出初式 火災を予防しましょう（消防予防課） 伊賀市史編さん委員募集（市史編さん室） 栄楽館
　1月5日（日）午前9時～　ゆめドームうえの 収録日：1月7日午前9時30分～ だんじり会館の休館（観光戦略課） （上野）

収録場所：消防本部第2会議室
消防本部予防課　久村　智也 ★伊賀警察署からのお知らせ(110番の日)

★忍にん体操
1月17日 松本 1/20～1/26 南 ○高齢者３Ｂ体操教室 税の申告期間が始まります（課税課） 第１２回三重大学発産学官連携セミナーｉｎ伊賀（商工労働課） 風景

　1月10日(金)　午前10時～　阿山保健福祉センター 収録日：1月9日午後2時～ （島ヶ原）
○おはなしの会 収録場所：ハイトピア伊賀5階視聴覚室
　1月11日(土)　午前10時30分～　上野図書館 上野税務署　宮元　理美
○平成26年成人式 市民スタッフ　岡田さん
　1月12日(日)　午前11時～　青山ホール

1月24日 山村 1/27～2/2 赤木 〇平成25年度伊賀学校給食研究大会 「家でもできる健康体操と いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） 風景
　1月17日（金）1時30分～　ゆめぽりすセンター しまがはら温泉やぶっちゃまめの館運動施設の紹介」 　　　　　　　　　　　　　　「いがまち人権センター活動紹介」 （青山）
〇いがうえのボランティアガイド養成講座第１回 収録日：1月16日（木）午前8時～ 心ゆさぶるハープと語り（企画課）
　1月18日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀5階 収録場所：しまがはら温泉やぶっちゃ
〇赤ちゃんタイム しまがはら温泉やぶっちゃまめの館
　1月22日（水）午前10時15分～　上野図書館 インストラクター　吉本　俊美さん
〇全国高等学校駅伝競走大会報告会 市民スタッフ　山村さん
　1月22日（水）午後4時30分～　ハイトピア伊賀4階


