
平成２４年度　ウィークリー伊賀市収録・放送スケジュール

8月3日 福森 8/6～8/12 正井 〇伊賀市消防団夏期訓練 芭蕉祭市民合唱団参加者募集（企画課） 市民夏のにぎわいフェスタ2012（商工労働観光課）
　７月29日（日）午前9時～　大山田せせらぎ運動公園 不活化ポリオワクチンの導入について（健康推進課） 収録日　7月27日（金）　
〇ひゅーまんフェスタ2012　 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用を一部助成します（健康推進課） 収録場所　ＩＣＴ会議室
　７月29日（日）午後2時～　ヒルホテルサンピア伊賀 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） 市民夏のにぎわいフェスタ楽市楽座担当委員会委員長　福山　浩司　さん

桃青の丘幼稚園説明会（教育総務課） 伊賀市打ち上げ花火実行委員会委員長　堀川　紘一郎　さん
教育研究集会・講演会〈天平の香り漂うしまがはらオカリナコンサート〉（学校教育課） 市民スタッフ　松本　裕衣

8月10日 上田 8/13～8/19 南 〇第8回伊賀市スポーツ少年大会　 ことばだけで伝えるお話の会～ストーリーテリングの世界～（上野図書館） 平成25年度採用予定の市職員を募集します（人事課）
　8月4日（日）午前8時30分～　ゆめドームうえの 芭蕉祭子ども合唱団参加者募集（企画課） 収録日　8月3日（金）　
〇しまがはら夏まつり　 スパニッシュ　クラシカル　ナイト（企画課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　8月4日（土)午後2時50分～　しまがはら温泉やぶっちゃ周辺 人事課　　川合　理恵

★伊賀警察署からのおしらせ 市民スタッフ　佐藤　直美
8月17日 福森 8/20～8/26 赤木 ○子育て支援事業「キラキラ」 上野同和教育研究協議会第27回研究大会（学校教育課） 防災の日・防災週間　～災害に備えましょう～（総合危機管理室）

　8月10日（金）午前10時30分～　ハイトピア伊賀 風疹患者が増加しています（健康推進課） 収録日　8月10日（金）　
○第35回大山田ふるさと夏まつり 読書コンクール（上野図書館） 収録場所　ＩＣＴ小会議室
　8月15日（水）午後6時～　大山田せせらぎ運動公園 総合危機管理室　那波　保臣

★議会だより
8月24日 上田 8/27～9/2 正井 人権パネル展（いがまち人権センター） 非核平和中学生広島派遣団現地レポート（人権政策・男女共同参画課）

第2回いがまち解放講座（いがまち人権センター） 収録日　8月17日（金）　
村治佳織＆古川展生デュオリサイタル（企画課） 収録場所　本庁第3会議室

   8/18（土）午後6時～　上野運動公園 人権政策・男女共同参画課　杉森　達生
〇 市民夏のにぎわいフェスタ2012

★忍にん体操（テロップあり）
8月31日 佐藤 9/3～9/9 南 〇災害時における福祉避難所に関する協定締結式　 救急車・救急医療の適正利用について（消防救急課） 菜の花を栽培してみませんか（農林振興課）

　 8月24日（金）午前10時～　市役所応接室 着地型観光講演会（商工労働観光課） 収録日　8月17日（金）　
〇子どもの集い＆夏まつり パソコン教室のお知らせ（中央公民館） 収録場所　菜の舎
　 8月25日(土)午後2時30分～　阿山保健福祉センター （社）大山田農林業公社　福永　兵衛　さん
〇市民体力測定 （社）大山田農林業公社　山田　剛志　さん
   8月26日（日)午後1時～　旧成和中学校 （社）大山田農林業公社　瀬古　寛和　さん

農林振興課　今井　健次
★忍にん体操 市民スタッフ　福森　啓美

9月7日 上田 9/10～9/16 赤木 〇第27回上野同和教育研究協議会研究大会　 島ヶ原人権講演会（中央公民館） 行ってみよう！ハイトピア伊賀（前編）
　 9月1日（土）午前9時45分～　伊賀市文化会館 庭木の整枝剪定講習会（都市計画課） 収録日　8月30日（水）　
〇青山保健センター健康フェスティバル　 古代祭祀のにわ城之越遺跡竹灯り幽玄祭（企画課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　 9月1日（土）午前10時～　青山保健センター 健康推進課　入本　理

人権政策・男女共同参画課　西岡　千秋
★伊賀警察署からのおしらせ 市民スタッフ　佐藤　直美

9月14日 松本 9/17～9/23 正井 〇「サシェ（香り袋）作り＆ハーブのおはなし」講座　 秋の全国交通安全運動（市民生活課） 行ってみよう！ハイトピア伊賀（後編）
　 9月8日（土）午前9時30分～　青山公民館　 第29回上野城薪能（商工労働観光課） 収録日　8月30日（水）　
〇至福の教室　 土地無料相談会（都市計画課） 収録場所　ハイトピア伊賀
   9月10日（月）午後1時30分～　ハイトピア伊賀 上野薪能をもっと楽しむおすすめ講座（文化財室） 子育て包括支援センター　東山　さおり

上野公民館　城　佳子
★忍にん体操（テロップあり） 市民スタッフ　佐藤　直美

9月21日 福森 9/24～9/30 南 〇すえひろ学級 はかりの検査を受けましょう（商工労働観光課） 市立桃青の丘幼稚園の紹介と平成２５年度入園児募集（桃青の丘幼稚園）
　9月14日(金)午後2時～　あやま文化センター 人権パネル展（いがまち人権センター） 収録日　9月7日（金）　
〇生涯学習セミナー2012　 いがまち家庭教育講演会（いがまち公民館） 収録場所　桃青の丘幼稚園
  9月15日（土）午後2時～　ハイトピア伊賀 伊賀の方言講座（中央公民館） 桃青の丘幼稚園　桜本　悦子
〇伊賀市総合防災訓練 灯りと華のプロムナード（文化財室） 市民スタッフ　佐藤　直美
  9月16日（日）午前9時～　阿山運動公園

9月28日 佐藤 10/1～10/7 赤木 ○秋の全国交通安全運動及びラッピングバス出動式 第20回ひじきコスモス祭り 保育所・保育園ってどんなところ
　9月21日（金）午前7時30分～　ゆめポリスセンター前　駐車場 上野天神祭だんじりウォーク ～平成２５年度入所入園児の募集～（こども家庭課）
○おもてなし力・人間力を学ぶ～着地型観光講演会～　 環境ウォッチング 収録日　9月21日（金）
　9月21日（金）午後7時～　ハイトピア伊賀5階多目的室 収録場所　依那古保育所
○第7回伊賀市スポーツ少年団本部長杯学童軟式野球交流大会 依那古保育所　竹岡　美陽
  9月22日（土）午前8時30～　いがまちスポーツセンター こども家庭課　田中　晴美

★忍にん体操（テロップあり） 市民スタッフ　松本　裕衣
10月5日 上田 10/8～10/14 正井 〇環境セミナー　 市史第５巻予約（市史編さん係） 上野天神祭（商工労働観光課）

  9月29日（土）午後2時～　ゆめぽりすセンター大会議室 第8回伊賀市民美術展覧会～市展「いが」～（企画課） 収録日　9月25日（火）
〇第29回上野城薪能　 「こころの健康教室」受講生募集（健康推進課） 収録場所　だんじり会館
　9月29日（土）午後6時～　上野西小学校体育館 30ｔｈAnniversary稲垣純一ライブ（企画課） 商工労働観光課　中林　謙太

市民スタッフ　上田　美代子
★議会だより

収録日（担当）
おしらせ

スタジオ
放映期間 できごと担当 特集・特別番組

〇市民盆踊り大会・伊賀市市民打ち上げ花火大会

〇夏休み子ども体験『オカリナ＆大正琴』
　 8/17（金）午前10時～　青山公民館

　 8/19（日）　正午～　銀座通り・本町通り周辺
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10月12日 佐藤 10/15～10/21 南 〇伊賀の方言講座　 伊賀市民文化祭（企画課） いじめ問題への取り組み（学校教育課）
　10月6日（土）午後1時30分～　ハイトピア伊賀 いがまち展覧会（いがまち公民館） 収録日　9月4日（木）
〇プリザーブドフラワー教室 ふれあいまつり in 青山（青山支所振興課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　10月6日(土)午後1時30分～　島ヶ原会館 学校給食食材納入登録者募集（いがっこ給食センター） 学校教育課　増田　博
〇障がい者虐待防止啓発講演会 あやま文化センターワンコインコンサートＢＡＣＫ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＢＥＡＴＬＥＳ（企画課）
　10月7日(日）午後2時～　ゆめぽりすセンター
〇懐かしの写真とめぐる城下町　
　10月8日(月)午後１時～　上野市駅前集合・出発 ★忍にん体操（テロップあり）

10月19日 松本 10/22～10/28 赤木 ○第66回芭蕉祭式典 けんずいまつり（阿山支所） ごみを正しく分別しましょう（清掃事業課）
　10月12日（金）　午前9時25分～　上野公園俳聖殿前 人権パネル展（いがまち人権センター） 収録日　10月12日（金）
○第7回伊賀市障がい者スポーツ大会 旧小田小学校本館企画展（企画課） 収録場所　清掃事業課　大会議室
  10月13日（土）　午前10時～　ゆめドームうえの第1競技場 清掃事業課　島藤　芳行

★伊賀警察署からのおしらせ 市民スタッフ　福森　啓美
10月26日 福森 10/29～11/4 正井 〇三重大学伊賀連携フィールド市民講座　 自治基本条例推進会議委員募集（企画課） 子ども・若者育成支援強調月間（生涯学習課）

（赤木） 　10月20日（土）午前10時30分～　ハイトピア伊賀 女性に対する暴力防止セミナー（人権政策・男女共同参画課） 収録日　10月18日（木）
〇上野天神祭　 もの忘れ外来診察（上野総合市民病院） 収録場所　ハイトピア伊賀
　10/24（月）午後1時～　10/25（火）午前9時～　上野市街地 生涯学習課　森林　沙織

★議会だより 市民スタッフ　福森　啓美
11月2日 上田 11/5～11/11 南 〇いがまち展覧会　　 差別をなくす強調月間 期間中の催しについて(伊賀市所住民福祉課） 平成23年度決算の概要について（財政課）

　10月27日（土)午前9時～　いがまち公民館ほか やまなみ文化祭（いがまち公民館） 収録日　10月26日（金）
〇ふれあいフェスタ in 青山 再生品展示販売（青山住民福祉課） 収録場所　本庁第3会議室
　10月27日（土)午前10時～　青山ハーモニーフォレスト 集え！伊賀のかんこ踊り（市史編纂室） 財政課　北村　謙治

11月9日 佐藤 11/12～11/18 赤木 ○けんずいまつり2012 児童虐待防止推進月間(こども家庭課） 伊賀市政～４年間を振り返って～（秘書広報課）
　　11月3日（土）午前10時～　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場 収録日　11月1日（木）
○滝山渓谷紅葉まつり 暮らしなんでも相談（商工労働観光課） 収録場所　秘書課　応接室
　　11月3日（土）午前10時30分～　白藤滝周辺 芭蕉講座（企画課） 伊賀市長　内保　博仁
○大山田収穫まつり2012 市民スタッフ　佐藤　直美
　　11月4日（日）9時30分～　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

11月16日 松本 11/19～11/25 正井 ○父子料理教室 「巳の春展」絵馬出品募集（上野公民館） 水道の水ってどのようにしてできるの？（水道部）
（赤木） 　　11月10日（土）　午前10時～　ハイトピア伊賀 冬休み中の障害（障がい福祉課） 収録日　11月9日（金）

○桃青の丘幼稚園火災避難訓練 高齢者職業相談（商工労働観光課） 収録場所　水道部
　　11月12日（月）　午前10時～　桃青の丘幼稚園 バイオリンの名花　千住真理子を迎えて（企画課） 水道部　施設課　浅野　真宏

市民スタッフ　松本　裕衣
★伊賀警察署からのおしらせ
★忍にん体操（テロップあり）

11月22日 福森 11/26～12/2 南 ○差別をなくす　いがまちの集い 第2次同和施策推進計画（中間案)パブリックコメント（同和課） 伊賀の史跡　―史跡旧崇広堂―
　　11月16日（金）　午後7時30分～　ふるさと会館いが　大ホール 成人式のおしらせ(生涯学習課） 収録日　11月19日（月）
○阿山地区人権フェスティバル２０１２ 「もの忘れ外来」診察日の変更について（上野総合市民病院） 収録場所　史跡旧崇広堂
　　11月17日（土）　午後1時30分～ あやま文化センター　さんさんホール 文化財室　福島　伸孝
〇岡本栄市長就任
　　11月21日（水）　午前9時～　ハイトピア伊賀ほか ★議会だより

11月30日 佐藤 12/3～12/9 赤木 ○伊賀市民文化祭2012　～総合フェスティバルⅡ 年末交通安全県民運動(市民生活課） 温泉であったまろう-前編-（島ヶ原温泉やぶっちゃ）
　　11月24日（土）午後1時30分～　伊賀上野文化会館 消火栓や防火水槽の付近は駐車禁止です（消防本部） 収録日　11月26日（月）

第3回いがまち解放講座（いがまち人権センター） 収録場所　島ヶ原温泉やぶっちゃ
　　11月24日（土）　午後1時30分～　島ヶ原会館ふれあいホール しまがはら郷づくり公社　北村　由美　さん
○2012伊賀上野シティマラソン 市民スタッフ　上田　美代子
　　11月25日（日）午前9時～　上野西小学校前

12月7日 松本 12/10～12/16 正井 ○人権を考える市民の集い 「おたのしみひろば」日程の変更について（大山田子育て支援センター） 温泉であったまろう-後編-（大山田温泉さるびの）
（南) 　　12月1日（土）　午後1時30分～　伊賀市文化会館　さまざまホール 宝くじコンサート・吉田兄弟（企画課） 収録日　11月30日（金）

○手づくりシルバーリング教室 ライヴ　イマージュ　ヌーボ（企画課） 収録場所　さるびの温泉
　　12月2日（土）　午前9時～ 青山公民館 大山田温泉福祉公社　東　光義　さん
○伊賀市国際交流フェスタ2012 市民スタッフ　松本　裕衣
　　12月2日（土）　午前10時～ ふるさと会館いが

12月14日 上田 12/17～12/23 南 ○2012人権のつどい 伊賀地区駅伝競走大会参加チーム募集（スポーツ振興課） 年末年始の犯罪被害や交通事故を防止しましょう
　　12月8日（土）　午後1時30分～　青山ホール 第二次伊賀市子ども読書活動推進計画(中間案）パブリックコメント募集（生涯学習課） 収録日　12月11日（火）
○おおやまだ人権フェスティバル2012 巳の春展（中央公民館） 収録場所　伊賀警察署
　　12月9日（日）　午後1時30分～　大山田農村環境改善センター 伊賀警察署　島田　幸助

12月21日 佐藤 12/24～12/31 赤木 ○白鳳café 子どもについて一緒に考える集い（生涯学習課） 冬を健康に過ごしましょう
　12月15日(土）午前10時30～　うえせん白鳳プラザ 上野同和教育研究協議会連続講座（生涯学習課） 収録日　12月18日（火）
○家族で競技かるた教室　 フットサルフェスティバル参加チーム募集（スポーツ振興課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　12月15日（土）午後１時30分～　大山田公民館 島ヶ原支所住民福祉課　保健師　北寺　美幸

★忍にん体操（テロップあり） 市民スタッフ　上田　美代子

収録日　11月7日（水）　収録場所　本庁第1会議室　こども家庭課　津田　顕克

○2012しまがはら人権のつどい



平成２４年度　ウィークリー伊賀市収録・放送スケジュール

12月28日 福森 1/1～1/6 正井 なし 市長に聴く　～思い～
（赤木） 収録日　12月22日（土）

収録場所　上野東小学校
伊賀市長　岡本　栄

★議会だより（議長あいさつ） 市民スタッフ　松本　裕衣
1月4日 林 1/7～1/13 南 ○大山田元日マラソン 高齢者施策運営委員会委員募集（介護高齢福祉課） 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）

　1月1日(火・祝）　午前　時～　大山田温泉さるびの　こころの丘出発 青少年健全育成推進大会（生涯学習課） 収録日　12月25日（火）
島ヶ原文化講演会（中央公民館） 収録場所　ＩＣＴ会議室
青山推薦コンサート(企画課） 秘書広報課　南　一朗

★伊賀警察署からのお知らせ
★忍にん体操（テロップあり）

1月11日 松本 1/14～1/20 赤木 ○巳の春展 第8回伊賀学検定（商工労働観光課） 火災を予防しましょう(消防予防課）
　1月5日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 第8回伊賀学検定受験対策セミナー（商工労働観光課） 収録日　1月8日（火）
○おたのしみひろば 「第6回美し国三重市町対抗駅伝」応援団員募集（スポーツ振興課） 収録場所　消防本部会議室
　1月8日（火）午前10時～　大山田子育て支援センター 元永定正・榊莫山展　～伊賀が生んだ二人の巨匠～（企画課） 消防本部　予防課　坂本　正

1月18日 福森 1/21～1/27 正井 ○成人式 市営住宅入居者募集（建築住宅課） 税の申告期間が始まります
（南） 　1月13日（日）　午前11時20分～　伊賀市文化会館 インフルエンザを予防しましょう（健康推進課） 収録日　1月10日(木）

○消防出初式 能楽鑑賞会（企画課） 収録場所　本庁第3会議室
　1月14日（月）　午前9時～　ゆめドームうえの 上野税務署　東　涼太

市民スタッフ　上田　美代子
1月25日 上田 1/28～2/3 南 ○電車の乗り方教室 KNS collaboration伊賀2012（商工労働観光課） 自治基本条例～成り立ちから改正～（企画課）

　1月17日(木)　午前11時～　上野市駅 着地型観光講演会（商工労働観光課） 収録日　1月21日（月）
○離乳食教室 「もの忘れ外来」診察日の変更について(市民病院） 収録場所　ハイトピア伊賀
　1月18日(金)　午後1時30分～　ハイトピア伊賀 作って楽しい手づくりひな人形（文化財室） 企画課　森山　智行
○島ヶ原文化講演会 市民スタッフ　佐藤　直美
　1月19日(土)　午後1時30分～　島ヶ原会館

2月1日 松本 2/4～2/10 赤木 ○第2回環境セミナー がん検診を受けましょう（健康推進課） 市民が主役のまちづくり（市民活動推進課）
　1月26日（土）午後１時30分～　さくらリサイクルセンター2階 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） 収録日　1月23日（水）
〇第53回伊賀地区駅伝競走大会 収録場所　ゆめぽりすセンター2階
　1月27日（日）午前8時30分～　ゆめドームうえの第1競技場 市民活動推進課　前山　恭子　ほか４人
○ストーリーテリング～ことばだけで伝えるお話の会～
　1月27日（日）午後3時～　上野図書館 ★議会だより

2月8日 佐藤 2/11～2/17 正井 ○文化財防火デーに伴う消防訓練　 いがまち解放講座（いがまち人権センター） 忍にん体操の新DVDで健康づくり！（健康推進課）
　2月3日（日）午前8時30分～　日置神社（下柘植） 合同就職セミナー（商工労働観光課） 収録日　2月5日（火）
○男女共同参画推進セミナー＆子育て応援パワーアップ講座 伊賀上野城下町のおひなさん（商工労働観光課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　2月3日（日）午後1時30分～　島ヶ原会館ふれあいホール 臨時給食調理員・代替給食調理員登録募集（教育総務課） 健康推進課　宮田　利恵　

第17回あやま芸能交流会（阿山公民館） 忍にん体操普及会　会長　竹内　文子　さん
ママとベビーのジョイフルコンサート（企画課） 忍にん体操普及会　吉本　俊美　さん

2月14日 福森 2/18～2/24 南 ○産学官連携セミナー in 伊賀2012 サークルまつり（上野公民館） 青山保健センター運動施設から
　2月8日(金)　午後1時30分～　ヒルホテル・サンピア伊賀　 手作りアートのひな人形展（企画課） 収録日　2月7日（木）
○伊賀市長杯ソフトバレーボール大会 収録場所　青山保健センター運動施設
　2月10日(日)　午前8時30分～　城東中学校 大極拳教室　講師　松石　洋子　さん

青山保健センター運動施設　インストラクター　鈴木　透　さん
青山保健センター　滝原　英子

★伊賀警察署からのお知らせ 市民スタッフ　上田　美代子
2月22日 上田 2/25～3/3 赤木 ○KNS collaboration伊賀2012 いがまち人権センター特別開放講座（いがまち人権センター） 地震に備えて（危機管理室）

　2月16日（土)　午後1時30分～　ヒルホテルサンピア伊賀 広げよう子そだてのわ（子育て包括支援センター） 収録日　2月19日（火）
○布の絵本の小物づくり・展示会 米村でんじろう　おもしろサイエンスショー2013（企画課） 収録場所　ハイトピア伊賀
　2月17日（日）　午前9時30分～　上野図書館 総合危機管理室　那波　保臣
○第28回大山田芸術文化祭
　2月17日（日）午後1時30分～　大山田農村環境改善センター ★忍にん体操（テロップあり）


