
4月1日 福森 4/4～4/10 防災講演会  3月26日（土）午後1時30分～　大山田産業振興センター おともの空間（企画課） 那波 市民スタッフ募集（秘書広報課）
こども大学　3月26日（土）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀 重度障がい児タクシー等利用料金・自動車燃料費助成（障がい福祉課） 収録日　3月29日（火）
外国人住民協議会提言　3月25日（金）秘書広報課応接室 離乳食教室（伊賀支所住民福祉課） 収録場所：第３３会議室

中心市街地空き店舗等活用支援事業のお知らせ（商工労働観光課） 秘書広報課　林
伊賀市外国人住民協議会委員募集（市民生活課） 市民スタッフ　福森さん
芭蕉俳句の懸垂幕（企画課）
緑の募金にご協力下さい（農林振興課）
★伊賀警察署からのお知らせ　収録：3月29日(火)　伊賀警察署

4月8日 永吉 4/11～4/17 平成23年度辞令交付式4月1日（金）午前9時～　中央公民館 伊賀市行政情報番組検討委員募集（秘書広報課） 那波 伊賀上野NINJAフェスタ（商工労働観光課）
伊賀隠れ里ウォーキング　4月3日（日）午前9時45分～（出発） 芭蕉祭市民バンド参加者募集（企画課） 収録日　4月3日（木）
　　　　出発：ＪＲ伊賀上野駅～ 救急車の適正利用にご協力を（消防救急課） 収録場所：市街地

交通安全計画パブリックコメント募集（市民生活課） 商工労働観光課　青木
ゆめドームうえのトレーニング室・フィットネス教室のご案内（スポーツ振興課） 市民スタッフ　永吉さん
伊賀市環境審議会委員募集（環境政策課）
美輪明宏音楽会＜愛＞（企画課）

4月15日 福森 4/18～4/24 桜を描こう　4月9日（土）午前10時～　霊山寺 簡易人間ドック脳ドックの募集（保険年金課） 南 市の防災事業について（総合危機管理室）
“うえのまちのええとこ”フォトコンテスト表彰式　午後1時30分～　上野ふれあいプラザ２階 子ども手当の支給期限延長（こども家庭課） 収録日　4月12日（火）
やぶっちゃＮＩＮＪＡ ＤＡＹ　4月10日（日）　午前10時30分～　島ヶ原温泉やぶっちゃ 要約筆記奉仕員体験講座（障がい福祉課） 収録場所：ICT

大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会（企画課） 総合危機管理室　福田

4月22日 永吉 4/25～5/1 霊山桜まつり　4月17日（日）午前10時30分～　霊山寺 「伊賀市史」第１巻　通史編　古代・中世　発刊・予約販売（総務課） 宮津 見守り支援活動の体制づくり（介護高齢福祉課）
だんじり入替・鬼面展　4月17日（日）午前10時50分～　だんじり会館ほか 生ごみ処理容器補助金制度の紹介（清掃事業課） 収録日　4月13日（水）

アライグマの捕獲従事者登録（鳥獣害対策室） 収録場所：第3会議室
青山公民館図書室公開講座（青山公民館） 介護高齢福祉課　津田

市民スタッフ　福森さん
★議会だより（新議長あいさつ）

4月28日 福森 5/2～5/8 土曜広場（カレンダー作り）　4月23日（土）午前10時30分～　青山子育て支援センター 日赤社資募集運動にご協力を（厚生保護課） 正井 平成２３年度当初予算について（財政課）
菜の花まつり　4月24日（日）　午後1時～　上林駅周辺 伊賀市子ども健全育成施策検討委員会委員募集（生涯学習課） 収録日　4月20日（水）

伊賀市まちづくり委員会委員募集（企画課） 収録場所：第31会議室
ウェルカムベビー教室（健康推進課） 財政課　濱田
市民公開講座（市民病院庶務課） 市民スタッフ　永吉さん
フープブーン教室（スポーツ振興室）
産後ママのリフレッシュタイム（青山保健センター）

5月6日 福森 5/9～5/15 伊賀市家庭婦人バレーボールリーグ開幕式　4月29日（金）午前9時～　上野運動公園体育館 第２次人権施策総合計画策定方針（案）パブリックコメント募集 南 未公開株の投資被害にあわないために(市民生活課）
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会三重大会　4月30日（土）午前8時～　上野運動公園野球場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権政策・男女共同参画課） 収録日　5月2日（月）

伊賀市民大学講座（生涯学習課） 収録場所：第31会議室
春の全国交通安全運動（市民生活課） 消費生活相談員　中井
いがまち同和教育研究会及び総会（伊賀市所住民福祉課） 市民スタッフ　福森さん
人権パネル展（いがまち人権センター）
いろはの奏でコンサート(生涯学習課）

5月13日 永吉 5/16～5/22 朗読勉強会「声に出して読もう」　5月7日（土）午前10時～　いがまち公民館ホール 安全運転で豪華商品を狙おう（市民生活課） 宮津 消防救急課からのお知らせ（消防救急課）
だっこ「救急法」　5月9日（月）午前10時～　島ヶ原子育て支援センター 伊賀市男女共同参画連携映画祭２０１１（人権政策・男女共同参画課） 収録日　5月9日（月）

木造住宅無料耐震診断　受診者募集（建築住宅課） 収録場所：消防本部　第２会議室
消防救急課　仲濱
中消防署　親川

★伊賀警察署からのお知らせ　収録：5月9日(月)　伊賀警察署
5月20日 福森 5/23～5/29 消防団初任者教育訓練　5月15日（日）　午前8時30分～　友生小学校 バス路線のルート変更について（友生線・諏訪線）（企画課） 正井 市税の滞納解消への取り組みなど（収税課）

余野公園つつじまつり　5月15日（日）午前10時～　余野公園 「伊賀市史」第１巻　通史編　古代・中世　発刊・予約販売（総務課）（再放送） 収録日　5月11日（水）
ケーブルテレビ維持管理費軽減制度をご利用下さい（秘書広報課） 収録場所：第3会議室
もうすぐアナログ放送が終了します（秘書広報課） 収税課　森本

★議会だより
5月27日 佐藤 5/30～6/5 みんな集合！こども体験教室　5月21日（土）午前10時～　西柘植地区市民センター いきいき未来いが２０１１（人権政策・男女共同参画課） 南 ６月は環境月間です！（環境政策課）

東日本大震災に係る被災地派遣職員出発式　5月23日（月）午後5時～　市役所北庁舎第21会議室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） 収録日　5月19日（木）
デジタル放送の臨時相談コーナー開設（秘書広報課） 収録場所：ＩＣＴ
脳ドック抽選会などのお知らせ（保険年金課） 環境政策課　越智
天然記念物保護管理ボランティア育成講座(生涯学習課）

スタジオ
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6月3日 永吉 6/6～6/12 サツマイモの苗植え　5月26日（木）午前10時～　さくら保育園 宮津 食中毒の予防（健康推進課）
みんなで遊ぼう！集まれ伊賀の子どもたち2011　5月29日（日）午前10時～　いがまち公民館 収録日　5月23日（月）
災害時における応急対策等に関する協定調印式　5月31日（火）午前10時～　秘書広報課応接室 収録場所：いがまち保健福祉センター

いがまち保健福祉センター　山川

6月10日 福森 6/13～6/19 島ヶ原地区文化芸術まつり　6月5日（日）正午～　島ヶ原会館ふれあいホール 女性リーダー養成連続講座（男女共同参画課） 正井 伊賀市奨学金制度について（教育総務課）
よい歯のコンクール　6月5日（日）午後2時～　阿山保健福祉センター 特定健康診査・特定保健指導を受けましょう（保険年金課） 収録日　6月2日（木）

ナースのためのカムバックセミナー（市民病院） 収録場所：第32会議室
教育相談のご案内（学校教育課） 教育総務課　山口
夏季こども水泳教室参加者募集（スポーツ振興課）
男女共同参画パネル展（伊賀支所住民福祉課）

6月17日 永吉 6/20～6/26 伊賀市文化フォーラム２０１１　6月12日（日）午後2時～　上野交流研修センター 伊賀市民文化祭参加者募集（企画課） 南 災害時要援護者台帳の登録について（総合危機管理課）
アメリカンパイ　6月14日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター 「人権パネル展」及び「いがまち解放講座」（いがまち人権センター） 収録　6月9日（木）

地域音楽活動支援公開練習(青山公民館） 収録場所：ＩＣＴ
総合危機管理室　福田

★伊賀警察署からのお知らせ　収録：6月7日(火)　伊賀警察署
6月24日 佐藤 6/27～7/3 ふるさと学習　6月18日（土）午前9時～　教育研究センター（旧友生小） 表彰審査委員会員募集（秘書広報課） 宮津 伊賀の考古資料を見る－石山古墳と城之越遺跡の遺物－

平成22年度　地域活動支援事業成果報告会　6月18日（土）午後1時30分～　ゆめぽりすセンター インターネット公売情報（収税課） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課）
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） 収録日　6月9日（木）
東日本大震災などにより伊賀市に避難している皆さんへ（住民課） 収録場所：第32会議室
伊賀市病児・病後児保育室「くまさんルーム」（こども家庭課） 生涯学習課　福島
いがまち差別をなくす強調週間（伊賀支所住民福祉課）

7月1日 福森 7/4～7/10 なかよし広場　6月24日（金）午前10時～　上野ふれあいプラザ アナログ放送の終了について（秘書広報課） 正井 水の事故防止について(消防救急課)
健康体操教室　6月24日（金）午後1時30分～　上野公民館 別れの曲　シネマ＆リサイタル（企画課・文都） 収録日　6月23日（木）

男女共同参画ネットワーク会議新規会員募集（人権政策・男女共同参画課） 収録場所：消防本部 
成人歯科健康診査（健康推進課） 消防救急課　仲濱
第1回三重大学発産学官連携セミナーｉｎ伊賀２０１１（商工労働観光課）

7月8日 永吉 7/11～7/17 地域音楽活動支援事業公開練習＆発表会　7月2日（土）午後1時30分～ 青山ホール 夏の交通安全県民運動（市民生活課） 南 公共交通機関利用促進期間（企画課）
地域支え合い体制づくり研修会　7月2日（土）午後1時30分～　ヒルホテルサンピア伊賀　白鳳の間農業ふれあいまつり（農林振興課） 収録日　6月9日（木）

日本の伝統文化　能楽を体験してみよう！（企画課） 収録場所：上野市駅他
ドリームフォーエヴァーレビューツアー2011（企画課） 企画課職員
アナログ放送が終了します（秘書広報課）（再放送）

7月15日 福森 7/18～7/24 ライトピアおおやまだ人権フェスティバル　7月8日（金）午後7時30分～　ライトピアおおやまだ 消費生活相談ダイヤル（市民生活課） 宮津 高齢者に安心して生活していただくために
こどもちゃれんじ教室　7月9日（土）午後1時30分～　阿山石川新池 みえのこども応援プロジェクト「わくわく！チャレンジタウン」（教育総務課） -介護予防・高齢者虐待防止について-(地域包括支援センター)

２０１１しまがはら人権フェスティバル（島ヶ原支所住民福祉課） 収録日　7月5日（火）
収録場所：33会議室
地域包括支援センター　二階堂

★議会だより
7月22日 永吉 7/25～7/31 青山夏まつり　７月17日（日）午後3時～　青山ホール前・青山公民館周辺 肝炎検診について（健康推進課） 正井 花火遊びによる事故防止について(消防予防課）

農業ふれあいまつり　７月1８日（月・祝）午前9時～　農業公園ふれあい広場 サイレンの吹鳴と黙とうについて(人権政策・男女共同参画課) 収録日　7月13日（水）
人権作品を募集します(人権政策・男女共同参画課) 収録場所：消防本部　第２会議室
中瀬ふれあい夏まつり人権トーク＆コンサート（寺田市民館） 予防課　坂本
食生活改善推進養成講座（健康推進課）
加山雄三ホールコンサートツアー２０１１（企画課）

7月29日 佐藤 8/1～8/7 産学官連携セミナーin伊賀2011　7月22日（金）午後1時30分～　ヒルホテル サンピア伊賀 公立保育所・保育園の臨時職員募集（こども家庭課） 南 来春採用予定市職員募集（人事課）
外国人住民協議会　7月24日（日）午前10時～　ゆめぽりすセンター 私立桃青の丘幼稚園入園説明会（教育総務課） 収録日　7月21日（木）

第2次伊賀市地域福祉計画推進テーマ別部会メンバー募集（介護高齢福祉課） 収録場所：ICT
現況届と所得状況届の提出について（こども家庭課） 人事課　川合
人権パネル展（いがまち人権センター）
ヌートリアの防除(農林振興課鳥獣害対策室)
★伊賀警察署からのお知らせ　収録：7月26日(火)　伊賀警察署

人権パネル展（いがまち人権センター）

平成23年度　こども手当（こども家庭課）
市営住宅入居者募集（建築住宅課）
平成24年度用　教科用図書展示（学校教育課）
平成24年　成人式交流会実行委員募集（生涯学習課）


