
8月28日 井口 8/31～9/6 川部 ○伊賀市民打ち上げ花火大会 伊賀の文化財～登録有形文化財（長谷園編）～ いがまち人権センター解放講座・人権パネル展（いがまち人権センター）
　8月22日（土）午後3時30分～　上野運動公園 収録場所：丸柱
○市民夏のにぎわいフェスタ2015 収録日：8月21日（金）午前10時～
　8月23日（日）正午～ 銀座通り、本町通り周辺 市民スタッフ　上田さん

文化財課　松田久司
★こども広場（マイナンバー制度）

9月4日 佐藤 9/7～9/13 赤木 〇元気まるごと！応援フェスタinハイトピア伊賀 国勢調査2015 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　8月29日（土）午後1時15分～3時30分　ハイトピア伊賀 収録日：8月26日（水）午後1時30分～ 伊賀市生涯学習セミナー（生涯学習課）（９月)

収録場所：ICT会議室 上野城薪能（観光戦略課）
市民スタッフ　山村さん
総務課　庭本さん

★伊賀警察署からのお知らせ
9月10日 日置 9/14～9/20 出山 ○食生活改善推進員養成講座 マイナンバー制度　前編（広聴情報課） 看護師募集（経営企画課）

　9月4日（金）午前11時～　ハイトピ4階多目的室・調理実習室 収録日：9月2日（水）午前11時～ 秋の交通安全運動（市民生活課）
○nanonin（ナノニン）販売促進活動 収録場所：ハイトピア伊賀5階多目的大研修室
　9月5日（土）午後3時30分～　マックスバリュ小田店 市民スタッフ　福森さん

広聴情報課　山崎　晴菜
★みんなで忍にん（観光戦略課）

9月18日 上田 9/21～9/27 川部 ○すえひろ学級園芸教室 マイナンバー制度　後編（住民課） 土地の無料相談会（都市計画課）
　9月11日（金）午前10時～　あやま文化センター会議工作室 収録日：9月10日（木）午後2時～ 生涯学習セミナー2015（第４回）日程変更
○灯りの幻想夜（竹灯り幽玄能） 収録場所：ICT会議室
　9月12日（土）午後5時～　ふるさと会館いが 市民スタッフ　山村さん
○地域で見守りおやこ防災事業 住民課　中野慈子
　9月13日（日）午前9時30分～　久米地区市民センター

9月25日 東谷 9/28～10/4 赤木 〇敬老祝事業表敬訪問 私たちの図書館について考えてみませんか 市展「いが」開催のお知らせ（文化交流課）
　9月18日（土）午前9時45～　特別養護老人ホームさわやか園 収録日：9月15日（火）午後5 時～（図書館担当） いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）
〇第32回上野城薪能 　　　　 　9月18日（金）午後3時～（市長） 潜在看護職員等復職研修（経営企画課）
　9月19日（土）午後6時～　上野城本丸広場特設舞台 収録場所：上野図書館　 薬剤師募集（経営企画課）

市民スタッフ　日置さん
上野図書館　森　真美

10月2日 山村 10/5～10/11 出山 ○こどもそば打ち体験教室 認知症初期集中支援チーム発足（地域包括支援センター） 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　9月26日（土）午前9時30分～　阿山ふるさとの森公園 収録日：9月29日（火）午後1時30分～ 秋の読書週間（生涯学習課）
○まち・ひと・しごと創生「伊賀市長と子育て世代との座談会」 収録場所：ICT会議室 ふれあいフェスタⅰｎ青山（青山支所振興課）
　9月28日（月）午前10時～　ハイトピア4階健康ステーション 市民スタッフ　東谷さん 親子で歩こう！城下町参加者募集（上野公民館）

地域包括支援センター：山本玲奈
★こども広場（セーフティ・ライト・オン運動）

10月9日 川瀬 10/12～10/18 川部 ○まち・ひと・しごと創生[伊賀市長と高校生との座談会」 上野天神秋祭（観光戦略課） 本人通知制度について普及啓発（住民課）
　10月3日（土）午前10時～　伊賀市役所　第１委員会室 収録日：10月2日（金）午後5時30分～ いがまち展覧会（いがまち公民館）
○庭木の整枝剪定講習会 収録場所：だんじり会館
　10月5日（月）午前10時～　上野公園 市民スタッフ　井口さん

観光戦略課　田中志奈
★伊賀警察署からのお知らせ

10月16日 福森 10/19～10/25 赤木 第 回芭蕉祭式典 がん検診を受けましょう！（健康推進課） 納税通知書用封筒への広告掲載募集（課税課）
　10月12日（月・祝）午前　　　　　　　　　　俳聖殿前広場 収録日：10月8日（木）午後2時～ けんずいまつり2015（阿山支所振興課）

収録場所：ICT会議室 平成28年度学校給食食材納入業者の登録募集（給食センター）
市民スタッフ　山村さん 島ヶ原文化サークルまつり（展覧会）（中央公民館）
健康推進課　牧ノ矢　香

★議会だより（行政視察報告）
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10月23日 井口 10/26～11/1 出山 ○彩々教室（陶芸教室） 歯を健康に保ちましょう（健康推進課） 伊賀市男女共同参画基本計画（第３次）中間案パブコメ募集（人権男女）
（山村） 　10月16日（金）午後1時30分～　島ヶ原普門窯 収録日：10月14日（水）午後4時～ 子ども干支展「さる」の絵募集（上野公民館）

○みんな集合！こども体験教室（スイーツデコ） 収録場所：ハイトピア伊賀　4階ミーティングルーム
　10月17日（土）午後1時30分～　いがまち公民館ホール 市民スタッフ　日置さん

健康推進課　木澤　瑞貴

★みんなで忍にん！（市民スタッフ）

10月30日 佐藤 11/2～11/8 川部 ○上野天神祭 平成26年度決算の概要について（財政課） 「さるの春展」絵馬募集（上野公民館）
　10月24日（土）午後1時～ 収録日：10月26日（月）午前10時～ 子ども・若者育成支援強調月間（生涯学習課）
　10月25日（日）午前9時～　上野市街地 収録場所：ICT やまなみ文化祭（いがまち公民館）

市民スタッフ　佐藤さん 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
財政課　藤森康介 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）

★こども広場（決算）
11月6日 日置 11/9～11/15 赤木 〇大山田収穫まつり2015 火災を予防しましょう

　11月1日（日）午前9時30分～ 大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター 収録日：10月29日（木）午前10時～
〇ふれあいフェスタin青山 収録場所：ＩＣＴ会議室
　11月1日（日）午前10時～ 青山支所周辺 市民スタッフ　井口さん
〇けんずいまつり2015 消防本部予防課　松本　拓也
　11月3日（火・祝）午前10時～阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場

〇第28回滝山渓谷紅葉まつり ★伊賀警察署からのお知らせ
　11月3日（火・祝）午前10時30分～ 白藤滝周辺 　10月30日（金）午後2時～　伊賀警察署

11月13日 東谷 11/16～11/22 出山 ○第１１回伊賀市民スポーツフェスティバル 差別をなくす強調月間（人権政策・男女共同参画課） 看護師正規職員募集（経営企画課）
　11月8日（日）午前8時30分～　城東中学校・青山グラウンド 収録日：11月4日（水）午後2時～
○パパと子どもの料理教室 収録場所：ICT会議室
　11月8日（日）午前10時～　ハイトピア4階調理実習室 人権政策・男女共同参画課　西村さん

★議会だより（伊賀市・名張市議会連絡協議会議員研修）
11月20日 上田 11/23～11/29 川部 ○しぐれ忌 伊賀の文化財～登録有形文化財（中森家編）～ 上野同和教育研究協議会連続講座（第1回・第2回）（生涯学習課）

　11月12日（木）午前9時30分～　萬寿寺 収録日：11月11日（水）午後１時30分～ いがまち人権解放講座・パネル展（いがまち人権センター）
○伊賀連携フィールド2015　第２回「忍者・忍術学講座」 収録場所：上野玄蕃町
　11月14日（土）午前10時３０分～　ハイトピア伊賀 市民スタッフ　上田さん

文化財課　松田久司
★議会だより（行政視察報告）

11月27日 山村 11/30～12/6 赤木 〇第2回いこか市長杯サッカー交流フェスタ まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（総合政策課） 年末の交通安全県民運動（市民生活課）
　11月22日（日）11時20分～　阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター（第1、第2グラウンド） 収録日：11月18日（水）午後2時～ 障害者週間について（障がい福祉課）
〇しまがはら歴史街道ウォーク 収録場所：ＩＣＴ
11月23日（月）午前10時30分出発　ＪＲ島ヶ原駅前 市民スタッフ　山村さん

総合政策課　中矢祐丈 ★みんなで忍にん！（リズム体操クラブ伊賀上野）11/9（月）午前11時収録
収録場所：ヒルホテルサンピア伊賀

12月4日 福森 12/7～12/13 出山 ○伊賀上野シティーマラソン 年末年始の犯罪被害や交通事故を防止しましょう 成人式開催（生涯学習課）
　11月29日（日）午前8時50分～　上野西小学校 収録日：11月25日（水）午後2時～
○海の幸山の幸物産まつり
　11月29日（日）午前10時～　しらさぎ運動公園

★こども広場（まち・ひと・しごと創生総合戦略）
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12月11日 井口 12/14～12/20 川部 ○忍にん体操講習会 総合型スポーツクラブ 消火栓や防火水槽の付近は違反駐車です（消防総務課）
　12月5日（土）午後1時30分～ 収録日：12月2日（水）午後2時～ 申の春展（上野公民館）
○2015人権のつどい 収録場所：ＩＣＴ会議室
　12月5日（土）午後1時30分～ スポーツ団体収録　11/24（神戸）、11/27（猪田）
○人権を考える市民の集い 市民スタッフ　福森さん ★みんなで忍にん！（万年青サロン）11月10日（火）午後2時～収録
　12月6日（日）午後1時30分～ 収録場所：不見上地区集議所

12月18日 日置 12/21～12/27 赤木 〇こども工作教室 冬を健康に過ごしましょう（健康推進課） 伊賀地区駅伝競走大会参加チーム募集
　12月12日（土）午前10時～　あやま文化センター 収録日：12月7日（月）午後2時～ 収録日：12月9日（水）午前10時30分～

収録場所：ＩＣＴ会議室 収録場所：ＩＣＴ会議室
市民スタッフ　川瀬さん スポーツ振興課　井上さん
健康推進課　山本　裕美子 土芳を偲ぶ俳句会案内（文化交流課）

市営住宅入居者募集（建築住宅課）
12月25日 山村 12/28～12/31 出山 〇年末特別予防査察 ダイジェスト～平成２７年を振り返って～ 国保・後期の手続きでのマイナンバー記入（保険年金課）

　12月17日（木）午後2時～　イオンタウン伊賀上野（四十九） ○ちびっこ忍者ダンスダンス
○さるびの川魚つり大会
○第３１回青山夏まつり
○第３５回伊賀焼陶器まつり
○灯りの幻想夜
○彩々教室

12月25日 福森 1/1～1/3 川部 顔出し（市民スタッフ全員で収録） 市長新年のあいさつ（１５分）
収録日：12月10日（木）午前7時～10時 収録日：12月18日（金）午後1：15出発　3時30分市役所着
収録場所：大山田温泉さるびの 収録場所：旧小田小学校

市民スタッフ　山村さん
伊賀市長　岡本　栄
12月17日午前9時30分～10時レク ★議会だより（議長新年のごあいさつ）

12月25日 川瀬 1/4～1/10 赤木 ○申の春展 今年は申年！大山田温泉さるびので温まろう 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　12月25日（金）午前10時～　ハイトピア伊賀学習室 収録日：12月16日（金）午前7時45分～ いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）

収録場所：大山田温泉さるびの 青少年健全育成講演会（生涯学習課）
市民スタッフ　東谷さん
大山田温泉さるびの　藤森さん、城さん

★伊賀警察署からのお知らせ（１１０番の日）
1月8日 日置 1/11～1/17 出山 ○絵本の時間 災害から子どもを守りましょう（健康推進課） 市史編さん委員募集（総務課）

　1月6日（水）午前10時～　いがまち図書室 収録日：12月22日（火）午前10：30 おひなさん絵手紙募集（観光戦略課）
収録場所：ＩＣＴ会議室 給付金申請書提出の最終勧奨（生活支援課）12/22（火）10時ＩＣＴ収録
市民スタッフ　井口さん 三重大学発産学官連携セミナー
健康推進課　佃　郁代

★こども広場（産学官連携）
1月15日 井口 1/18～1/24 川部 〇消防出初式 土曜授業（学校教育課） 上野同和教育研究協議会連続講座（第3回）（生涯学習課）

　1月9日（土）午前9時～　ゆめドーム上野 収録日：1月7日（木）午前10：00～
○成人式 収録場所：ＩＣＴ会議室
　1月10日(日)午前11時30分～　ヒルホテルサンピア伊賀 市民スタッフ　日置さん

学校教育課　中川 ★みんなで忍にん！（霧生）　1月11日（祝・月）午後1時30分～収録
収録場所：霧生農民研修センター

1月22日 佐藤 1/25～1/31 赤木 ○普通救命講習会 からだそだて事業（こども家庭課） パブリックコメントを募集します（都市計画課）
　1月17日（日）午前9時～　中消防署西分署 収録日：1月13日（水）午前10時～ 三重大学伊賀連携フィールド総括シンポジウム（総合政策課）
○健康向上チャレンジ教室（調理実習） 収録場所：ＩＣＴ会議室 大山田芸術文化祭（大山田公民館）
　1月19日（日）午前10時～　青山保健センター運動施設 市民スタッフ　佐藤さん 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）

こども家庭課　畑出　美恵子 伊賀上野・城下町のおひなさん（観光戦略課）


