
　平成２５年度　ウィークリー伊賀市収録・放送スケジュール（３月～７月）

背景

3月1日 佐藤 3/4～3/10 正井 ○第１７回あやま芸能交流会 個人情報の保護と情報公開制度（秘書広報課） 人権パネル展（いがまち人権センター） 小田水源池(上野)

　2月24日（日）午前9時30分～　あやま文化センター 収録日：2月25日（月）午前9時30分～ 市民ふれあい農園利用者募集（農林振興課）

○忍にん体操講習会 収録場所：ハイトピア伊賀 第１５回雪解のつどい（伊賀支所振興課）

　2月26日（火）午後1時30分～　ハイトピア伊賀4階 秘書広報課　赤木　修 春の小さなコンサート♪

市民スタッフ　佐藤　直美

3月8日 松本 3/11～3/17 南 ○親子でリトミック 狂犬病予防注射と犬の登録について（市民生活課） 人権啓発・人権教育研修会などの参加者募集(人権政策・男女共同参画課) 兼好塚（青山、種生)

　2月28日(木)午前10時30分～　青山子育て支援センター 収録日：2月27日（水）午前10時～ 梅まつり（ライトピアおおやまだ）

○サークルまつり 収録場所：ＩＣＴ会議室

　3月2日(土)午前10時～　ハイトピア伊賀5F 市民生活課　上地　友紀子

○げんきっこフェスタ

　3月2日(土)午後1時～　あやま子育て支援センター

3月15日 福森 3/18～3/24 赤木 ○健康の駅長養成講座 図書館に行こう！ 土地の無料相談会（都市計画課） 旧崇広堂（上野）

　3月9日（土）午前9時30分～　上野総合市民病院検診センター 収録日：3月12日（火）午後2時～ ワンコイン　スプリング　クラシカルコンサート（ぶんと）

○上級救命講習会 収録場所：上野図書館

　3月10日（日）午前10時～　消防本部会議室 上野図書館　司書　門脇　有希子

〇市民公開講座　効果的な「ガン検診」 上野図書館　司書　四十野　真由美

　3月10日（日）午後1時30分～　ヒルホテルサンピア伊賀4階 市民スタッフ　上田　美代子

3月22日 上田 3/25～3/31 正井 ○広げよう子そだてのわ 文化財とは　―伊賀市の文化財―（文化財室） いがっ子フォトコンテスト作品募集（生涯学習課） くれは水辺公園（上野）

　3月16日（土）午後1時～　ハイトピア伊賀4階・5階 収録日：2月25日（月）午前9時30分～ 春の全国交通安全運動（市民生活課）

○第１５回『雪解』のつどい 収録場所：入交家住宅 第８回さんさん名曲コンサート～名曲世界めぐり～（企画課）

　3月17日（日）午後1時30分～　柘植公民館 文化財室　前川　直平

★伊賀警察署からのお知らせ

3月29日 佐藤 4/1～4/7 南 ○伊賀市・甲賀市広域観光情報交換会 平成２５年度予防接種の実施について（健康推進課) 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について(住民課) 桜（上野）

　3月21日(木)午後4時～　ヒルホテルサンピア伊賀 収録日：3月15日（金）午前10時～

○ライトピアおおやまだ　梅まつり 収録場所：ＩＣＴ会議室

　3月22日(金)午後7時30分～　ライトピアおおやまだ 健康推進課　森永　敬子

○上野図書館歴史講演会「幕末の戦乱と伊賀兵」

　3月23日(日)午後1時30分～　上野図書館 ★伊賀警察署からのお知らせ

4月5日 上田 4/8～4/14 赤木 ○春の小さなコンサート　 わたしたちの伊賀市を本当に誇れるまちに 木造住宅耐震化促進事業・家具固定事業（建築住宅課） 青山ハーモニーフォレスト
　3月30日（土）午後1時30分～　青山ホール     ～施政方針について～(市民活動推進課） 布施　明　LIVE２０１３(企画課） （青山）
○新規採用職員辞令交付式 収録日：3月28日（木）午前9時～
　4月1日（月）午前9時～　ハイトピア伊賀5階　多目的大研修室 収録場所：ハイトピア伊賀5階　ギャラリー

伊賀市長　岡本　栄
市民スタッフ　上田　美代子

4月12日 福森 4/15～4/21 出山 ○平成２５年春の全国交通安全運動に伴う出動式 伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2013（観光戦略課） 伊賀市外国人住民協議会委員募集（市民生活課） 菜の花（長田）
　4月5日（金）午後1時30分～　県伊賀庁舎前駐車場 収録日：4月6日（土）午前10時～ 藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ「風神雷神」（企画課） （上野）
○ちびっこ忍者ダンスダンス 収録場所：ハイトピア伊賀ほか ライトピアおおやまだ人権大学(ライトピアおおやまだ）
　4月6日（土）午前10時～　（雨天時：運動公園体育館）
 観光戦略課　川口　敦子
○伊賀市さくらの会「桜を描こう」 市民スタッフ　松本　裕衣
　4月6日（土）午前10時～　岩倉峡公園キャンプ場周辺 ★忍にん体操

4月19日 松本 4/22～4/28 南 ○伊賀市消防団辞令交付式・初任者訓練 忍にん体操の新DVDで健康づくり！（再放送）（健康推進課） 番組検討委員会委員募集（秘書広報課） 上野森林公園つつじ
　4月14日（日）午前8時30分～　旧成和中学校 市民スタッフ　上田　美代子 （上野）
○霊山桜まつり
　4月14日（日）午前10時30分～　霊山寺 ★議会だより

4月26日 山村 4/29～5/5 赤木 〇だんじり入替 高齢者の消費者トラブルを防止しましょう（市民生活課） 伊賀市こども健全育成施策検討委員会委員募集（生涯学習課） いがまちスポーツセンター
　4月21日（日）午前10時～　だんじり会館 収録日：4月19日（金） 午後2時～ ワンコインライブ（文化財室） （伊賀）
〇忍者列車de菜の花まつり 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室1
　4月21日（日）午前11時～　伊賀鉄道丸山駅及び旧丸山中学校 市民生活課　消費生活相談員　中井　澄子

市民スタッフ　松本　裕衣 ★忍にん体操

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３ 



5月2日 岡田 5/6～5/12 出山 ○武家屋敷を見学しよう 平成25年度当初予算の概要について・前編（財政課） 障がい者福祉計画策定委員募集（障がい福祉課） 阿山ふるさとの森公園
（出山） 　4月27日（土）午前10時～　旧赤井邸 収録日：4月26日（金）午前9時～ 人権パネル展（いがまち人権センター）「3.11に学ぶ」 （阿山）

○第2回「伊賀塾」 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室1 要援護者台帳登録のお知らせ（介護高齢福祉課）
　4月28日（日）午後1時～　史跡旧崇広堂 財政課　北村　謙治 いきいき未来いが２０１３（人権政策・男女共同参画課）

市民スタッフ　上田　美代子 三重県内男女共同参画連携映画祭（人権政策・男女共同参画課）
5月10日 井口 5/13～5/19 南 ○伊賀線まつり 平成25年度当初予算の概要について・後編（財政課） 無事故・無違反チャレンジ123（市民生活課） 俳聖殿前　藤棚

　5月3日（金・祝）午前10時～　伊賀鉄道上野市駅車庫 収録日：4月26日（金）午前9時～ （上野）
○みんなで忍にん体操 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室1
　5月5日（日・祝）午後1時30分～　上野公園俳聖殿前 財政課　北村　謙治

市民スタッフ　上田　美代子
5月17日 上田 5/20～5/26 赤木 〇ちぎり絵教室 禁煙してみませんか　～５月３１日世界禁煙デー～（健康推進課） 三山ひろしコンサート（企画課） 余野公園のつつじ

　5月11日（土）午後1時30分～　島ヶ原開館 収録日：5月14日（火）午前9時30分～ 伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会委員募集（生涯学習課） （伊賀）
〇つつじ祭りウォーク 収録場所：本庁2階　第3会議室 島ヶ原サークルまつり（演芸会）（中央公民館）
　5月12日（日）午前10時～　JR柘植駅～余野公園 健康推進課　谷本　陽子

市民スタッフ　井口　有香 ★伊賀警察署からのお知らせ（自転車の安全利用）
5月24日 福森 5/27～6/2 出山 ○プレ元気っこひろば（３B体操） 青山保健センター運動施設の紹介（青山保健センター） 人権パネル展（いがまち人権センター）「かがやく明日に向かって」 芭蕉翁記念館　かきつばた

　5月17日（金）午前10時～11時15分　あやま子育て支援センター 収録日： 介護保険訪問調査業務嘱託員募集（介護高齢福祉課） （上野）
〇第１９回EKIDEN　for　LIFE（いのちの駅伝） 5月16日（木）　9時～収録フラ11時～、ローインパクト12時30分～ 脳ドック抽選会（20日（月）午後1時30分～広報で撮影）（保険年金課）
　5月17日（金）午前9時～　市役所本庁舎玄関前 フラ11時～、ローインパクト12時30分～　出山撮影すること！ 「楽市・楽座」出展参加者募集（商工労働課）
〇みんな集合！こども体験教室 収録場所：青山保健センター運動施設 もの忘れ外来（市民病院）
　5月18日（土）午前10時～11時30分　いがまち公民館 青山保健センター　竹田　和正

市民スタッフ　山村　芳子 ★議会だより
5月31日 松本 6/3～6/9 南 ○第26回青山高原つつじクォーターマラソン大会 伊賀市健診センターについて（健診管理課） 市展「いが」作品募集（企画課） 神戸地区　水車

　5月26日（日）午前10時～　青山高原ロード 収録日：5月23日（木）午後4時30分～ ケーブルテレビ維持管理費軽減制度について（秘書広報課） （上野）
収録場所：伊賀市健診センター 再生品展示販売（清掃事業課）
伊賀市健診センター　前川　一幸 大人のラジオ体操教室参加者募集（スポーツ振興課）
市民スタッフ　上田　美代子 みえ県展　伊賀移動展（企画課）

6月7日 山村 6/10～6/16 赤木 〇ウェルカムベビー教室 市の奨学金制度の紹介（教育総務課） 児童手当現況届けの提出について（こども家庭課） ノハハショウブ
　6月2日（日）午前10時～　ハイトピア伊賀4階多目的室 収録日：5月31日　午後2時～ 市営住宅入居者募集（建築住宅課） （阿山）

収録場所：大山田支所会議室 伊賀市生涯学習セミナー２０１３（生涯学習課）
教育総務課　高橋　やすこ

★伊賀警察署からのおしらせ（梅雨の交通事故防止）
6月14日 井口 6/17～6/23 出山 〇男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが２０１３」 食中毒を予防しましょう（健康推進課） ２０１３伊賀市民文化祭参加者募集（企画課） 上野森林公園ササユリほか

　6月8日（土）正午～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室ほか 収録日：6月6日（木）午前9時30分～ 男女共同参画週間パネル展（伊賀支所住民福祉課） （上野）
○普通救命講習 収録場所：ハイトピア伊賀5階　学習室2 夏期こども水泳教室参加者募集（スポーツ振興課）
　6月9日（日）午前9時～　府中地区市民センター 健康推進課保健師　小田　眞規子 水の事故防止について（消防救急課）
○親と子よい歯のコンクール 市民スタッフ　福森　啓美
　6月9日（日）午前10時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室

6月21日 上田 6/24～6/30 南 ○子どもチャレンジ教室（木工教室） 7月1日～9月30日までは 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） ふるさと芭蕉の森
　6月15日（土）午前9時30分～　阿山文化センター 公共交通機関利用促進強調期間です！（企画課） 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） （上野）
○伊賀連携フィールド2013年度市民講座 収録日：6月17日（月） 恋のHAPPY大作戦　バーベキューパーティー
　6月15日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀3階 収録場所：伊賀鉄道上野市駅　ほか 　～真夏の恋のものがたり～（こども家庭課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミュニティ情報プラザ ファミリーステージショー　ドラえもん ふしぎな星のなかまたち

（企画課）
6月28日 福森 7/1～7/7 赤木 〇柘植歴史民族資料館展示解説 花火遊びによる事故を防止しましょう（消防救急課） 人権パネル展（いがまち人権センター）「省エネルギーについて　」 あじさいロード

　6月22日（土）午後1時30分～　柘植歴史民族資料館1階展示室 収録日：6月25日（火）午前9時30分～ 第２回いがまち解放講座（いがまち人権センター） （伊賀）
〇生涯学習セミナー2013 収録場所：消防本部 いがまち差別をなくす強調週間（伊賀支所住民福祉課）
　6月22日（土）午後2時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 消防本部　中消防署　関本　裕矢 青山夏まつり（青山支所振興課）

7月5日 松本 7/8～7/14 出山 ○子育て支援事業「キラキラＢａｂｙ」 都市公園の紹介（都市計画課） 木造住宅耐震化促進事業（建築住宅課） せせらぎ運動公園
　6月28日(金）午後2時～　ハイトピア伊賀4階 収録日：6月24日（月）午前10時～ 夏休みに親子で学ぶ文化財ウォーク参加者募集（上野公民館） （大山田）
○フラワー教室 収録場所：岩倉峡公園
　6月30日（日）午後1時30分～　島ヶ原公民館 都市計画課　吉福　将徳

市民スタッフ　山村　芳子 ★伊賀警察署からのお知らせ（夏の交通安全運動）
7月12日 山村 7/15～7/21 南 ○白鳳高等学校によるアンケート調査 受けましょう！がん検診（健康推進課） ひゅーまんフェスタ２０１３（人権政策・男女共同参画課） 鯛ヶ瀬

　7月5日（金）正午～　 収録日：7月4日（木）午前10時～ 西本ともみ京都市交響楽団（企画課） （島ヶ原）
○出前講座　講話「転倒予防」と体操 収録場所：ハイトピア伊賀4階　多目的室
　7月6日（土）午前10時～　西条自治会公民館 健康推進課　徳永　朋子
○伊賀市外国人住民協議会
　7月7日（日）午前10時～　ゆめぽりすセンター2階東会議室

7月19日 上田 7/22～7/28 赤木 〇知事と市長との１対１対談 ごみの適正処理に向けて私たちにできること 第９回読書感想文コンクール作品募集（上野図書館） 馬野渓谷
　7月14日（日）午後1時～　三重県伊賀庁舎2階　大会議室 収録日：7月12日　午前9時30分 もの忘れ外来診察（上野総合市民病院） （大山田）
〇第２９回青山夏まつり 収録場所：さくらリサイクルセンター
　7月14日（日）午後3時～　青山支所 さくらリサイクルセンター　福森　靖

市民スタッフ　井口　有香 ★議会だより
7月26日 井口 7/29～8/4 出山 ○三重大学伊賀連携フィールド2013年度市民講座 平成26年度採用予定の市職員を募集します（人事課） サイレンの吹鳴と黙とうのお願い（人権政策・男女共同参画課） 諏訪の田園風景

　7月20日（土）午前10時30分～　ハイトピア伊賀3階 7/15に職種等決定。 人権作品募集（人権政策・男女共同参画課） （上野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミュニティ情報プラザホール 収録日：7/22　13：30～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）「峠　三吉のうた」
○消防団夏期訓練 収録場所：ハイトピア伊賀5階　小研修室 中瀬ふれあい夏まつり（寺田教育集会所）
　7月21日（日）午前9時～　旧成和中学校グラウンド 人事課　前田　智康
                                   ※雨天時体育館


