
8月5日 福森 8/8～8/14 宮津 ○第58回子ども会球技大会 市民公開講座（庶務課） 市民夏のにぎわいフェスタ2011（商工労働観光課）
　7月30日（土）午前8時30分～　緑ヶ丘中学校・上野東小学校 地区市民センターで住民票などが取れます（住民課） 収録日　7月28日（木）
○伊賀市消防団夏期訓練 芭蕉祭子ども合唱団　参加者募集（企画課） 収録場所：ICT
　7月31日（日）午前9時～　上野西小学校グラウンド 地域活性化計画（後期推進計画）策定方針パブリックコメント募集（農林振興課） 楽市楽座担当委員会委員長　福山さん
○環境セミナー 同和問題講演会（青山支所住民福祉課） 伊賀市打ち上げ花火実行委員会委員長　野口さん
　7月31日（日）午前9時～　上野西小学校グラウンド 伊賀市教育研究集会　講演会（学校教育課） 市民スタッフ　福森さん

伊賀焼と阿保・阿山の里巡り～オカリナコンサートin陽夫多神社～（商工労働観光課）
8月12日 永吉 8/15～8/21 正井 ○伊賀市スポーツ少年大会 三重県・伊賀市総合防災訓練（総合危機管理室） 青山保健センターから健康づくりについて（青山保健センター）

　8月6日（土）午前8時30分～　ゆめドームうえの 青山地区で地上デジタル放送の伊賀市行政情報番組が始まります（秘書広報課） 収録日　8月2日（火）
○しまがはら夏まつり 障がい者のパソコン教室（障がい福祉課） 収録場所：青山保健センター
　8月6日（土）午後2時50分～　しまがはら温泉やぶっちゃ　 こころの健康教室（健康推進課） 青山保健センター　木村さん・辻さん・滝原

庭木の整枝剪定講習会（都市計画課） 市民スタッフ　永吉さん
オカリナ教室（上野公民館）
にほんご指導ボランティア養成講座（市民生活課）
０歳から入れる親と子のコンサート（企画課）

8月19日 福森 8/22～8/28 南 ○おはなしの会 上野同和教育研究協議会第２６回研究大会（学校教育課） 防災週間と総合防災訓練（総合危機管理室）
　8/13(土）午後2時～　上野図書館 ひゅーまんフェスタ2011（人権政策・男女共同参画課） 収録日　8月11日（木）
○大山田ふるさと夏まつり 青山地区で地上デジタル放送の伊賀市行政情報番組が始まります（再放送）（秘書広報課）収録場所：第33会議室
　8/15（月）午後6時30分～　大山田せせらぎ運動公園 総合危機管理室　福田

★議会だより
8月26日 佐藤 8/29～9/4 宮津 ○夏季こども体験教室「スライド万華鏡をつくろう」 救急の日２０１１（消防救急課） 非核平和推進中学生広島派遣団レポート(人権政策・男女共同参画課）

　8/20（土）午前10時～　ふるさと会館いが いがまち人権パネル展（いがまち人権センター） 収録日　8月19日（金）
○市民盆踊り大会・打ち上げ花火大会 収録場所：第33会議室
　8/20（土）午後6時～　上野運動公園 市内中学生１１人
○市民夏のにぎわいフェスタ2011 人権政策・男女共同参画課　安田
　8/21（日）正午～　銀座通り・本町通り周辺 ★伊賀警察署からのお知らせ　収録：8月18日(木)　伊賀警察署

9月2日 永吉 9/5～9/11 正井 ○市民公開講座「病院で働こう！」 救急車の適正利用について（消防救急課） がん検診について（健康推進課）
　8/27（土）午後1時～　ヒルホテル サンピア伊賀 国民健康保険被保険者証をお送りします（保険年金課） 収録日　8月19日（金）
○同和問題講演会 伊賀美術作家展（企画課） 収録場所：第32会議室
　8/28（日）午後1時30分～　青山ホール いがまち解放講座（いがまち人権センター） 健康推進課　前田
○伊賀市暴力団排除条例に係る協定調印式
  8/30（火）午前9時～　秘書広報課応接室

★市民なっ得コーナー（環境政策課）　収録：8月25日(木)　ICT
9月9日 福森 9/12～9/18 南 ○第66回国民体育大会（体操・弓道）に係る市長表敬訪問 秋の全国交通安全運動（市民生活課） 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）

　9/6(火)午前11時～　市役所応接室 手づくりシルバーリング教室（青山公民館） 収録日　9月7日（水）
城之越遺跡　竹灯り幽玄祭（生涯学習課） 収録場所：第32会議室

秘書広報課　南

伊賀市公共交通機関利用促進期間（企画課）（7/11～7/17分 再放送）
9月16日 永吉 9/19～9/25 宮津 ○ひゅーまんフェスタ２０１１ 台風１２号の被災者へ義援金を（厚生保護課） 藤堂高虎　伊賀上野城築城４００年祭（商工労働観光課）

　9/10（土）午後1時30分～　ヒルホテル　サンピア伊賀 インターネット公売情報（収税課） 収録日　9月7日（水）
○庭木の整枝剪定講習会 第2次伊賀市障がい者福祉計画（中間案）意見交換会（障がい福祉課） 収録場所：伊賀上野城
　9/11（日）午前9時～　上野公園 二輪車の廃棄方法が変わります（清掃事業課） 商工労働観光課　青木
○救急の日２０１１ 土地の無料相談会（都市計画課）
　9/11（日）午前9時～　アピタ伊賀上野店 伊賀市住生活基本計画策定委員募集（建築住宅課）

9月22日 福森 9/26～10/2 正井 ○三重大学医学部医学科１年生　地域教育活動　 人権パネル展（いがまち人権センター） 第2次伊賀市行財政改革大綱前期実施計画について（総務課）
　9/18（日）午前9時30分～　農産物直売所「うにの丘」・古山地区 木造住宅耐震補強事業費補助金交付事業（建築住宅課） 収録日　9月13日（火）
○上級救命講習会 ひじきコスモス祭り（農林振興課） 収録場所：第32会議室
　9/18（日）午前9時～　消防本部 灯りと華のプロムナード－伊賀の歴史を訪ねて－（生涯学習課） 総務課　居附

市民スタッフ　永吉さん

9月30日 佐藤 10/3～10/9 南 ○第６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 平成２４年度　保育所・保育園の入所申し込み（こども家庭課） 契約の基本とクーリング・オフ（市民生活課）
　9/24（土）午前8時30分～　いがまちスポーツセンター 平成２４年度　市立桃青の丘幼稚園入園児募集（教育総務課） 収録日　9月28日（水）
○おはなしたいむ 全国山・鉾・屋台保存連合会伊賀市大会（生涯学習課） 収録場所：第31会議室
　9/24（土）午前10時30分～　大山田公民館 市民生活課　中井

収録日（担当） お知らせ 特集・特別番組
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収録日（担当） お知らせ 特集・特別番組
スタジオ

放映期間 できごと担当 資料 4
10月7日 福森 10/10～10/16 宮津 ○高虎サミット in　伊賀 伊賀市民美術展覧会（企画課） 上野天神祭（商工労働観光課）

　10/1（土）午後0時30分～　伊賀上野城本丸広場・史跡旧崇廣堂 いがまち展覧会（いがまち公民館） 収録日　9月27日（火）
　10/2（日）午前10時～　伊賀上野城本丸広場 けんずいまつり２０１１（阿山支所振興課） 収録場所：だんじり会館
○上野城薪能 ふれあいフェスタin青山（青山支所振興課） 商工労働観光課　川口
　10/1（土）午後6時～　伊賀上野城本丸広場 旧小田小学校本館企画展（企画課）

10月14日 福森 10/17～10/23 正井 ○伊賀美術作家展 子ども手当が変わります（こども家庭課） ごみの分別について（清掃事業課）
　10/9（日）午後１時～　上野ふれあいプラザ 企画展　上野天神祭復元修理事業（生涯学習課） 収録日　10月4日（火）
○芭蕉祭 伊賀ゆめフェスタ（商工労働観光課） 収録場所：さくらリサイクルセンター
　10/12（水）午前9時25分～　俳聖殿 清掃事業課　高見

市民スタッフ　福森さん
★伊賀警察署からのお知らせ　収録：10月7日(金)　伊賀警察署

10月21日 永吉 10/24～10/30 南 ○手作りシルバーリング教室 いがっこ給食センター夢　学校給食食材納入登録者の募集（いがっこ給食センター） 住民基本台帳カードについて（住民課）
　10/15(土）午前9時～　青山公民館 大山田収穫まつり2011（大山田支所振興課） 収録日　10月18日（火）
○全国山・鉾・屋台保存連合会伊賀市大会 おはなし広場（青山公民館） 収録場所：第3会議室
　10/15(土）午後2時～　ヒルホテルサンピア伊賀 住民課　西岡
　10/16(日）午前10時～　本町通り（銀座通り～西之立町通り）

★議会だより
10月28日 佐藤 10/31～11/6 宮津 ○いがまち展覧会 差別をなくす強調月間の取り組み（伊賀支所住民福祉課） 健康の駅長　活動紹介（健康推進課）

　10/22（土）午前9時～　いがまち公民館・ふるさと会館いが・西柘植地区市民センター 特定健康診査を受けましたか（保険年金課） 収録日　10月18日（火）
○ふれあいフェスタ in 青山 しぐれ忌（伊賀支所振興課） 　　　　 ※事前収録：9/16中瀬・9/30槇山・10/22いがまち
　10/22（土）午前10時～　青山ハーモニー・フォレスト しぐれ忌俳句大会（伊賀支所振興課） 収録場所：第33会議室
○上野天神祭 阿山支所住民福祉課　小田
　10/24（月）午後1時～・10/25（火）午前9時～　市街地

11月4日 福森 11/7～11/13 正井 ○健康づくり講演会 青少年健全育成推進大会（生涯学習課） 子ども・若者育成支援強調月間（生涯学習課）
　10/29（土）午後2時～3時30分　ヒルホテル サンピア伊賀 放課後児童クラブ入会希望者募集（こども家庭課） 収録日　10月28日（金）
○稚魚放流 人権パネル展（いがまち人権センター） 収録場所：第32会議室
　10/31（月）午前9時40分～11時30分　島ヶ原木津川河川敷・佐那具服部川河川敷 中心市街地空き店舗等活用支援事業（商工労働観光課） 生涯学習課　森林
○東日本大震災および台風12号に係る被災地派遣職員報告会 干支の春展　絵馬募集（上野公民館） 市民スタッフ　永吉さん
　11/1（火）午後4時～　第21会議室 就職セミナー～U・I・Jターンを含む合同求人説明会～（商工労働観光課）

メタボリック症候群予防教室（健康推進課）
芭蕉講座（企画課）

11月11日 永吉 11/14～11/20 南 ○けんずいまつり2011 いがまち家庭教育講演会（いがまち公民館） 平成22年度決算の概要について（財政課）
　11/3（木）午前10時～　阿山B&G海洋センター 上野同和教育研究協議会第１回連続講座（学校教育課） 収録日　11月4日（金）
○もみじまつり 収録場所：ＩＣＴ
　11/3（木）午前10時30分～　白藤滝周辺 財政課　立岡
○大山田収穫まつり2011 市民スタッフ　福森さん
　11/6(日）午前9時30分～　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター ★議会だより

11月18日 福森 11/21～11/27 宮津 ○伊賀市民スポーツフェスティバル さくらリサイクルセンター臨時開場日のお知らせ（清掃事業課） 児童虐待防止推進月間（こども家庭課）
MC外撮り 　11/13（日） 午前8時30分～　河合小学校・霊峰中学校・西柘植小学校・くれは水辺公園 おおやまだ元日マラソン大会（スポーツ振興課） 収録日　11月9日（水）
（伊賀越資料館） ○伊賀流ユニバーサルデザイン講演会＆シンポジウム 収録場所：第3会議室

　11/13（日） 午後1時30分～　ゆめぽりすセンター こども家庭課　杉森
★伊賀警察署からのお知らせ　収録：11月10日(木)　伊賀警察署
★市民なっ得コーナー（人権政策・男女共同参画課）　収録：11月9日(水)　第3会議室

11月25日 永吉 11/28～12/4 正井 ○阿山地区人権フェスティバル2011 成人式のおしらせ（生涯学習課） 災害が起こったら～前編～（総合危機管理室）
　11/19（土）午後1時30分～　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　11月22日（火）
○2011しまがはら人権のつどい いがまち解放講座（いがまち人権センター） 収録場所：ＩＣＴ
　11/20（日）午後1時30分～　島ヶ原会館 みえアカデミックセミナー　子どもについて一緒に考える集い（生涯学習課） 総合危機管理室　福田

市民スタッフ　福森さん
★議会だより

12月2日 永吉 12/5～12/11 南 ○みんな集合！こども体験教室 伊賀地区駅伝競走大会参加チームの募集（スポーツ振興課） 災害が起こったら～後編～（総合危機管理室）
　11/26(土）午前10時～　いがまち公民館 健康２１（第２次）計画（中間案）パブリックコメント募集(健康推進課） 収録日　11月22日（火）
○2011伊賀の里　伊賀上野シティマラソン 年末の交通安全県民運動(市民生活課） 収録場所：ＩＣＴ
　11/27（日） 午前9時～　開会式：西小学校 やまなみ文化祭（いがまち公民館） 総合危機管理室　福田

市民スタッフ　福森さん

12月9日 福森 12/12～12/18 宮津 ○差別をなくすいがまちの集い ワーク･ライフ・バランスセミナーの講師を派遣します（人権政策・男女共同参画課） 人権について考えてみませんか
　12/2（金）午後7時30分～　ふるさと会館いが パブリックコメント募集（以下３つ） 意識調査の結果が問いかけるもの（人権政策・男女共同参画課）
○２０１１人権のつどい  第２次伊賀市障がい者福祉計画（中間案)(障がい福祉課） 収録日　12月1日（木）
　12/3（土）午後1時30分～　青山ホール  地域活性化計画後期推進計画（中間案）（農林振興課） 収録場所：第22会議室
○人権を考える市民の集い  観光振興ビジョン（中間案）（商工労働観光課） 人権政策・男女共同参画課　田中
　12/4（日）午後1時30分～　伊賀市文化会館 市民スタッフ　福森さん



収録日（担当） お知らせ 特集・特別番組
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放映期間 できごと担当 資料 4
12月16日 松本 12/19～12/25 正井 ○伊賀地区ロードレース大会 来春採用予定市職員募集（人事課） 年末年始の犯罪被害および交通事故防止などについて（伊賀警察署）

　12/10（土）午前9時30分～　上野運動公園競技場 年末年始の業務について（住民課・地域医療対策室） 収録日　12月8日（木）
○おおやまだ人権フェスティバル 男女共同参画セミナー（伊賀支所住民福祉課） 収録場所：伊賀警察署
　12/10（土）午後1時30分～　大山田農村環境改善センター 辰の春展（上野公民館） 伊賀警察署　尾崎さん

12月22日 福森 12/26～12/31 南 ○やまなみ文化祭 「消防水利付近の駐車禁止」と「暖房器具の取り扱い」について（中消防署） あなたも便利な「住民基本台帳カード」を作りませんか？（住民課）
　12/18（日）午前9時30分～　ふるさと会館いが 伊賀市自治基本条例（見直し案）パブリックコメント募集（企画課） 収録日　12月14日（水）
○クリスマスのきりかぶケーキをつくろう 伊賀市生涯学習推進大綱（中間案）パブリックコメント募集（生涯学習課） 収録場所：第3会議室
　12/18（日）午前9時30分～　青山公民館 人権パネル展（いがまち人権センター） 住民課　西岡

土芳を偲ぶ俳句会（企画課） 市民スタッフ　福森さん

12月28日 佐藤 1/1～1/7 宮津 なし 市史編さん委員会委員募集（総務課） 市長から～新年のあいさつ～（秘書広報課）
MC外撮り 知事と市町長との１対１対談（企画課） 収録日　12月6日（火）
（旧崇廣堂） 人が繋がり、地域が繋がる～KNS collaboration伊賀2011～（商工労働観光課） 収録場所：秘書広報課応接室

和－空間－ＹＯＧＡ（生涯学習課） 市長
市民スタッフ　福森さん

★議会だより（議長新年のあいさつ）
1月6日 上田 1/8～1/15 正井 ○おおやまだ元日マラソン 同和施策審議会委員募集（同和課） 子どもが病気にかかったら（健康推進課）

　1/1（日・祝）午前8時30分～　大山田温泉さるびの 高齢者あんしん見守りネットワーク事業　長谷川和夫先生講演会（介護高齢福祉課） 収録日　12月22日（木）
○辰の春展 修学資金受給希望者募集（市民病院庶務課） 収録場所：ＩＣＴ
　1/5（木）午前10時～　中央公民館 島ヶ原人権講座（島ヶ原公民館） 健康推進課　佃

伊賀上野NINJAフェスタ２０１２実行部会委員募集（商工労働観光課）
伊賀上野・城下町のおひなさん絵手紙募集（商工労働観光課）
上野同和教育研究協議会連続講座（第2回）（学校教育課）
ワンコインコンサート　声明×尺八×ピアノの調べ（企画課）

1月13日 松本 1/16～1/22 南 ○成人式 第2回産学官連携セミナーin伊賀（商工労働観光課） 青山保健センター運動施設の紹介（青山保健センター）
　1/8（日）午前11時20分～　伊賀市文化会館 市営住宅の入居者募集（建築住宅課） 収録日　1月11日（水）

第5回美し国三重市町対抗駅伝応援団募集（スポーツ振興課） 収録場所：青山保健センター運動施設
第22回青山推薦コンサート（企画課） 青山保健センター　下田さん・陶山さん・西岡さん

市民スタッフ　松本さん
★伊賀警察署からのお知らせ　収録：1月5日(木)　伊賀警察署

1月20日 福森 1/23～1/29 宮津 ○知事と市町長との１対１対談 第1回伊賀市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） 税の申告期間がはじまります～確定申告について～（課税課）
　1/12（木）午後4時～　ゆめぽりすセンター 伊賀市文化会館　開館２０周年記念「ＮＨＫのど自慢」出場者＆観覧者募集（企画課） 収録日　1月12日（木）
○すえひろ学級 チャリティーバザー（厚生保護課） 収録場所：第3会議室
　1/13（金）午前10時～　あやま文化センター 上野税務署　山内さん
○消防出初式 市民スタッフ　福森さん
　1/15（日）午前9時～　ゆめドームうえの

1月27日 佐藤 1/30～2/5 正井 ○人が繋がり、地域が繋がる～KNS collaboration伊賀2011～　 地域活動支援事業　補助金対象事業募集（市民活動推進室） 冬の省エネルギーについて（環境政策課）
　1/21（土）午後2時～　ヒルホテル サンピア伊賀 公立保育所・保育園の臨時保育士募集（こども家庭課） 収録日　1月19日（木）
○文化財防火デーに伴う消防訓練 ウェルカムベビー教室（健康推進課） 収録場所：ＩＣＴ
　1/22（日）午前9時～　常福寺（古郡） 人権パネル展（いがまち人権センター） 環境政策課　越智

のびのび親子教室（島ヶ原支所住民福祉課）
めざせ！ワンサイズダウン教室（島ヶ原支所住民福祉課）
伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ２０１２　ボランティアスタッフ募集（商工労働観光課）
タイ料理とタイ舞踊「ラムタイ」の鑑賞会（青山支所振興課）

2月3日 上田 2/6～2/12 南 ○伊賀地区駅伝競走大会 青山高原つつじクォーターマラソン大会Ｔシャツのイラスト募集（スポーツ振興課） 「中世の焼き物」　－上野歴史民族資料館企画展の紹介－
　1/29(日）午前8時30分～　ゆめドームうえのほか 行財政改革推進委員会委員募集（総務課） 収録日　2月1日（水）
○大山田同和教育研究大会 離乳食教室（伊賀市所住民福祉課） 収録場所：上野歴史民俗資料館
　1/29(日)　大山田農村環境改善センター 再生品展示販売（伊賀南部環境衛生組合） 生涯学習課　福島

要約筆記奉仕員派遣（障がい福祉課）
城下町のおひなさん（商工労働観光課）

2月10日 松本 2/13～2/19 宮津 ○バードガービング 就職セミナー（商工労働観光課） 忍にん体操（健康推進課）
　2/4（土）午後1時～　いがまち公民館 いがまち解放講座（いがまち人権センター） 収録日　2月1日（水）
○あやま芸能交流会 市有地売却（管財課） 収録場所：大山田福祉センター
　2/5（日）午前9時30分～　あやま文化センター 大山田芸術文化祭（大山田公民館） 健康推進課　徳永

忍にん体操普及会　竹内さん・吉本さん
★伊賀警察署からのお知らせ


