
背景

4月4日 福森 4/7～4/13 出山 ○園芸教室 平成２６年度予防接種について（健康推進課） やぶっちゃ
　3月28日（金）午後1時30分～　島ヶ原会館 収録日：3月31日（月）午前9時30分～ （島ヶ原）
○第9回ゆめテクノ伊賀こども大学 収録場所：ハイトピア伊賀5階　小研修室
　3月29日（土）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀 健康推進課　小田　眞規子
○多文化共生推進セミナー
　3月29日（土）午前10時～　上野ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ3階中会議室 ★伊賀警察署からのお知らせ「春の全国交通安全運動」

4月11日 佐藤 4/14～4/20 川部 ○春の全国交通安全運動出動式 伊賀上野NINJAフェスタ2014(観光戦略課） 木造住宅耐震診断事業・居宅内家具固定事業（建築住宅課） 菜の花畑
（出山） 　4月4日（金）午後1時30分～　県伊賀庁舎駐車場 収録日：4月6日（日）午前10時00分～ （大山田）

○さくらを描こう 収録場所：ハイトピア伊賀、中町公民館
　4月5日（土）午前10時～　島ヶ原温泉やぶっちゃ 市民スタッフ　福森さん
○ちびっこ忍者ダンスダンス 市民スタッフ　東谷さん
　4月5日（土）午前10時～　上野城本丸広場 観光戦略課：川口　敦子

4月18日 山村 4/21～4/27 赤木 〇菜の花まつり 市の情報発信について 第7回輝け！いがっ子フォトコンテスト（生涯学習課） 岩倉峡公園
　4月13日（日）午前10時～　大山田B＆G海洋センター 収録日：4月15日（火）午後2時～ 第9回さんさん名曲コンサート～時代を彩る名曲たち～（文化交流課） （上野）
〇霊山桜まつり 収録場所：ﾊｲﾄﾋﾟｱ伊賀5階　多目的小研修室
　4月13日（日）午前10時～　霊山寺周辺 広聴情報課　赤木　修

市民スタッフ　井口さん ★議会だより（新議長就任あいさつ）
4月25日 井口 4/28～5/4 出山 ○伊賀市消防団初任者訓練 消費者被害を防ぐために（市民生活課） いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）「インターネットと人権」 森林公園

　4月20日（日）午前10時10分～　旧成和中学校 収録日：4月21日（月）午前9時30分～ 芭蕉翁生誕370年記念事業　芭蕉が思いを寄せた津軽（文化交流課） （上野）
○芭蕉翁ゆかりの地物産展in伊賀上野NINJAフェスタ 収録場所：ﾊｲﾄﾋﾟｱ伊賀5階　多目的小研修室
　4月20日（日）午前10時～　上野市駅前多目的広場 市民スタッフ　山村さん
○桃青の丘幼稚園避難訓練 市民生活課　消費生活相談員　中井　澄子
　4月22日（火）午前10時30分～　桃青の丘幼稚園

5月2日 上田 5/5～5/11 川部 〇第36回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 平成26年度当初予算の概要について前編（財政課） イージードゥダンササイズ教室参加者募集（スポーツ振興課） 余野公園
（赤木） 　4月26日（土）午前8時～　上野運動公園野球場 収録日：4月15日（火）　午後2時～ （伊賀）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いがまちスポーツセンター 収録場所：ﾊｲﾄﾋﾟｱ伊賀5階　多目的小研修室
〇古山地区市民センター　オープニングイベント 市民スタッフ　川瀬さん
　4月26日（土）午後1時30分～　古山地区市民センター 財政課　田口　大介 ★議会だより（本会議等の傍聴とテレビ放映について）

5月9日 東谷 5/12～5/18 赤木 〇伊賀線まつり2014 平成26年度当初予算の概要について後編（財政課） 看護師募集・看護師就職説明会（経営企画課） 阿山ふるさとの森公園
　5月3日（土･祝）午前10時～伊賀鉄道上野市車庫 収録日：4月15日（火）　午前9時～ （阿山）
〇どろんこ田植え体験 収録場所：ﾊｲﾄﾋﾟｱ伊賀5階　多目的小研修室
　5月5日（月）午前10時30～　柏尾地内 市民スタッフ　上田さん

財政課　田口　大介
5月16日 川瀬 5/19～5/25 出山 ○第27回余野公園つつじ祭 上野総合市民病院薬剤師募集（上野総合市民病院） 芭蕉翁記念館

　5月11日（日）午前10時～　余野公園 もの忘れ外来診察（上野総合市民病院） （上野）
○つつじ祭りウォーク 収録日：5月9日（金）　午後3時30分～ 島ヶ原文化サークルまつり（演芸会）（中央公民館）
　5月11日（日）午前10時～　JR柘植駅ほか 収録場所：ハイトピア伊賀4階　健康ステーション
○伊賀風土FOODマーケット 市民スタッフ　井口さん
　5月11日（日）午前10時～　上野市駅前多目的広場 健康推進課　谷本　陽子 ★伊賀警察署からのお知らせ「不振な電話に気をつけて」

5月23日 山村 5/26～6/1 川部 ○みんな集合！こども体験教室 第2次伊賀市総合計画（前編）～基本構想～（総合政策課） ゆめテクノ伊賀インキュベーション室入居者募集（商工労働課） 青山高原
　5月17日（土）午前10時～　いがまち公民館 収録日：5月16日（金）午後1時30分～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） （青山）
○第20回生命の駅伝（EKIDEN for LIFE） 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室2 脳ドック抽選結果などのお知らせ（保健年金課）
　5月20日（火）午後2時15分～　伊賀市役所 市民スタッフ　佐藤さん （5月19日（月）午後1時30分～　本庁第2会議室）

総合政策課：福田　雄高 詩吟ライブ「詩吟女子、芭蕉を吟ずる」～芭蕉翁生誕370年に寄せて～（上野図書館）

5月30日 福森 6/2～6/8 赤木 〇第27回青山高原つつじクォーターマラソン大会 第2次伊賀市総合計画（後編）～再生計画～（総合政策課） ケーブルテレビ維持管理費軽減制度（広聴情報課） 上野南公園
　5月25日（日）午前10時～　青山高原 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室2 （上野）
〇第1回上野公民館悠々講座 総合政策課：福田　雄高
　5月27日（火）午後1時30分～ハイトピア伊賀 市民スタッフ　佐藤　直美 三重県内男女共同参画連携映画祭2014

平成２６年度番組スケジュール表（４月～７月）

禁煙してみませんか
～5月31日世界禁煙デー～（健康推進課）

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）

芭蕉翁生誕370年記念事業
　連続芭蕉講座・芭蕉翁ゆかりの地物産展（文化交流課）

男女共同参画フォーラム
いきいき未来いが2014（人権政策・男女共同参画課）

資料１－２ 



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）

6月6日 佐藤 6/9～6/15 出山 ○全国ごみ不法投棄監視ウィーク街頭啓発 食中毒を予防しましょう 第10回市展「いが」作品募集（文化交流課） 西山の田園風景
　5月31日（土）午前11時～　アピタ伊賀上野店 収録日：5月28日（水）午後2時～ ナースのためのカムバックセミナー（経営企画課） （上野）
○島ヶ原文化サークルまつり（演芸会） 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室 第11回市民公開講座の開催について（経営企画課）
　6月1日（日）正午～　島ヶ原会館 市民スタッフ　福森さん 児童手当現況届の提出について（こども家庭課）
○吹矢教室 健康推進課　沖田　恵理
　6月3日（火）午後1時30分～　島ヶ原会館

6月13日 上田 6/16～6/22 川部 ○第63回上野子ども会卓球大会 市の奨学金制度の紹介 市営住宅の入居者を募集します（建築住宅課） 甚七郎の散歩道（竹の道）

　6月7日（土）午前8時30分～　ゆめドームうえの　第1競技場 収録日：6月2日（月）午前9時30分～ 男女共同参画週間パネル展（伊賀支所振興課） （上野）
○親子英語サークル「アメリカンパイ」 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室
　6月10日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター　ホール 教育総務課　立岡　優孝
○伊賀の文学散歩講座
　6月11日（水）午後1時30分～　ハイトピア伊賀５階　多目的大研修室

6月20日 日置 6/23～6/29 赤木 〇いきいきライフ講座（園芸教室） 公共交通機関利用促進強調期間（総合政策課） 生涯学習推進委員会委員募集（生涯学習課） ノハナショウブ
　6月13日（金）午後1時30分～　川東地内 収録日：6月18日（水）午前9時～ 合同就職セミナー（商工労働課） （伊賀）
〇伊賀市健康づくり推進員（健康の駅長）総会 収録場所：ハイトピア伊賀　ほか
　　及び養成講座 市民スタッフ　上田さん
　6月14日（土）午後１時30分～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 総合政策課　杉浦　直樹 ★伊賀警察署からのお知らせ「薬物乱用の防止について」

6月27日 井口 6/30～7/6 出山 ○人付き合いが楽しくなる教室 水の事故防止について 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） あじさいロード
　6月20日（金）午後7時30分～　ﾊｲﾄﾋﾟｱ伊賀5階多目的小研修室 収録日：6月20日（金）午後3時～ いがまち差別をなくす強調週間事業（伊賀支所振興課） （伊賀）
○詩吟トーク＆ライブ　詩吟女子、芭蕉を吟ずる 収録場所：中消防署 第３０回青山夏まつり（青山支所振興課）
　6月21日（土）午後3時～　上野図書館2階視聴覚室 市民スタッフ　東谷さん 伊賀フードナイト（中心市街地推進課）

消防救急課　中山　登紀子 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）合議済
7月4日 東谷 7/7～7/13 川部 ○いきいき未来いが2014 花火遊びによる事故を防止しましょう 伊賀市民文化祭参加者募集（文化交流課） 長田紅花

　6月28日（土）午後１時～4時　ふるさと会館いが 収録日：6月23日（月）午前9時30分～ 夏休み親子お城ウォーク参加者募集（上野公民館） （上野）
○紅花摘み取り体験 収録場所：中消防署 伊賀塾（最終章）参加者募集（経営企画課）
　6月28日（土）午前9時30分～　朝屋地内 市民スタッフ　日置さん 夏の交通安全県民運動について（市民生活課）
○忍者トリックアートによる観光ＰＲ 中消防署警防係　丸木　美紗貴
　6月23～27日（未定）　道の駅いが　ほか

7月11日 川瀬 7/14～7/20 赤木 〇伊賀の和菓子教室 がん検診を受けましょう いがまち人権解放講座（いがまち人権センター） 高尾地区
　7月3日（木）午後1時30分～　ハイトピア伊賀4階調理室 収録日　7月2日（水）午前9時30分～ 市民公開講座「オープンホスピタル」（経営企画課） （青山）
〇阿山公民館楽がきくらぶ（笹かざり） 収録場所　ハイトピア伊賀4階　ミーティングルーム 住民投票説明会（管財課）
　7月5日（土）午前10時～　阿山文化センター 島ヶ原支所住民福祉課　北寺さん ★議会だより（議会報告会とプロジェクトチームの進捗状況）

7月18日 山村 7/21～7/27 出山 ○三重県消防操法大会 熱中症を予防しましょう 薬剤師募集（上野総合市民病院） 諏訪地区の田園
　7月13日（日）午前9時～　三重県消防学校(鈴鹿市） 収録日：7月10日（木）午前9時30分～ もの忘れ外来診察（上野総合市民病院） （上野）

収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室
市民スタッフ　山村さん
大山田支所住民福祉課　平尾　文子 ★伊賀警察署からのお知らせ

7月25日 上田 7/28～8/3 川部 ○阿山公民館こどもチャレンジ教室（カヌー･ボート教室） 平成27年度採用予定の市職員を募集します（人事課） 恒久平和を願い、黙とうをお願いします（人権政策・男女共同参画課） 馬野渓谷（奥馬野）
　7月19日（土）午後2時～午後4時　阿山B＆G海洋センター 収録日　7月18日（金）午前9時30分～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） （大山田）
○青山夏まつり 収録場所：ハイトピア伊賀５階　学習室２
　7月20日（日）午後3時～午後9時　青山ホール前 人事課：小谷　奈央（学習室２で収録）
○第17回農業ふれあいまつり 中消防署　沢　太一：中消防署で収録　
　7月21日（月･祝）午前9時～午後3時　伊賀市農業公園 課税課 福永、福祉相談調整課 市川：それぞれの職場で収録　


