
1月29日 東谷 2/1～2/7 出山 ○世界なっ得ゼミナール 税の申告が始まります（課税課） 伊賀市名誉市民選考・表彰審査会委員募集（秘書課）
（1/28） 　1月24日（日）午前10時～　伊賀北部農協河合ふれあい店 収録日：1月21日（木）午前10：30 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）

○伊賀ブランド認定証授与式 収録場所：ハイトピア伊賀5階小研修室
　1月25日（月）午後1時～　ハイトピア伊賀3階 市民スタッフ　福森さん

上野税務署　河邊　領介
★こども広場（講看板）

2月5日 上田 2/8～2/14 川部 ○第56回伊賀地区駅伝競走大会 簡単！便利！証明書のコンビニ交付サービス（住民課） 伊賀市消防団員募集（消防救急課）
　1月31日（日）午前8時20分～　県立ゆめドームうえの 収録日：1月27日（水）午前10時～ 伊賀市国際交流協会事業　ブラジルの食と文化を知ろう！！（青山支所振興課）

収録場所：ハイトピア伊賀4階ミーティングルーム、市内コンビニ
市民スタッフ　上田さん
住民課　溝端　優依 ★みんなで忍にん！（忍ﾌｪｽ実行委員会）1月22日（金）収録

2月12日 福森 2/15～2/21 赤木 〇いがファミリーフェスタ2015 忍にん体操で楽しく健康づくり（健康推進課） 看護師修学資金受給希望者募集（経営企画課）
　2月6日（土）午後1時30分～　ゆめぽりすセンター2階 収録日：2月3日（水）午前10時30分～ ゆめテクノ伊賀こども大学（商工労働課）

収録場所：ゆめぽりすセンター2階 ピロリ菌の検査を終了します（医療福祉政策課）
収録場所：ＩＣＴ会議室
健康推進課　沖田　恵理 ★伊賀警察署からのお知らせ

2月19日 山村 2/22～2/28 出山 ○お干菓子づくり体験講座 軽自動車の税額変更と異動手続きのお願い（課税課） 伊賀市の賑わい創出グランドデザイン（案）パブコメ募集（中心市街地推進課）

（2/18） 　2月15日（月）午前10時～　青山図書室 収録日：2月9日（火）午前10時 いがまち人権パネル展（いがまち人権センター）
収録場所：ハイトピア伊賀4階ミーティングルーム サークルまつり（上野公民館）
課税課　廣岡　奨

★議会だより（救命講習会）
2月26日 日置 2/29～3/6 川部 ○認知症ジュニアサポーター養成講座 こころの健康、大丈夫？（健康推進課） ライトピアおおやまだ梅まつり（ライトピアおおやまだ）

　2月19日（金）午後 時  分～　上野南中学校 収録日：2月17日（水）午後2時～ 「雪解」のつどい（文化交流課）
○伊賀上野・城下町のおひなさん 収録場所：ハイトピア伊賀4階ミーティングルーム
　2月20日（土）午前10時～　上野市街地 健康推進課　北寺　美雪
○第31回大山田芸術文化祭
　2月21日（日）午後1時～　大山田農村環境改善センター ★こども広場（下水道の役割）

3月4日 井口 3/7～3/13 赤木 〇あやま芸能まつり 伊賀ブランド認定制度がスタートしました 寺田市民館じんけんパネル展（寺田市民館）
　2月28日（日）午前9時30分～　あやま文化センター 収録日：2月25日（木）午後2時～ 看護師募集（経営企画課）

収録場所：ＩＣＴ会議室 伊賀市空家等対策計画（中間案）パブコメ募集（市民生活課）
商工労働課　古川　英一
市民スタッフ　佐藤さん ★みんなで忍にん！！（３Bビーナスの会）2月9日（木）収録

3月11日 川瀬 3/14～3/20 出山 ○久米川流域クリーンウオーキング からだの性、こころの性、好きの性～性的マイノリティについて～ 土地の無料相談会（都市計画課）
　3月5日（土）午前9時～　伊賀県民センター集合 収録日：3月3日（木）午後2時～
○第11回初瀬街道まつり 収録場所：ＩＣＴ会議室
　3月6日（日）午前10時～　初瀬街道阿保宿周辺 人権政策・男女共同参画課　西村　澄子

市民スタッフ　東谷さん ★警察からのお知らせ
3月18日 東谷 3/21～3/27 川部 ○離乳食教室 狂犬病の予防について（市民生活課）

　3月10日（木）午後1時30分～　ハイトピア伊賀4階 収録日：3月10日(木)午後1時30分～　
○サークルまつり 収録場所：廣岡獣医科病院
　3月12日（土）午前9時～　ハイトピア伊賀5階 市民スタッフ　日置さん
○忍びの里レディーストーナメント 市民生活課　坂口　佑三子
　3月12日（土）・13日（日）　午前10時～上野運動公園競技場 ★みんなで忍にん！！（希望が丘保育園）　3月7日（月）収録
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3月25日 上田 3/28～4/3 赤木 〇ライトピアおおやまだ梅まつり 春の全国交通安全運動～自転車を安全に利用しましょう～
　3月18日（金）午後7時～　ライトピアおおやまだホール 収録日：3月18（金）午後2時～　
〇平成２８年度伊賀市地域活動支援事業公開審査会 収録場所：ＩＣＴ会議室
　3月19日（金）午前10時～　ゆめぽりすセンター2階 伊賀警察署　矢野　弘之
〇伊賀市国際交流協会事業「ブラジルの食と文化を知ろう！！」 市民スタッフ　川瀬さん

　3月20日（日）午前10時～　青山ハーモニー・フォレスト

〇第１８回「雪解」のつどい
　3月20日（日）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室

4月1日 山村 4/4～4/10 出山 ○ロール巻子　ジャンボ巻き寿司教室 お酒と健康（健康推進課） 高齢者向け給付金受付（生活支援課）3/23日午前10時～
　3月26日（土）午前10時30分～　大山田温泉さるびの 収録日：3月23日（水）午前10時～　ICT
○消防団資機材引渡式 健康推進課　瀧口　知津
　3月27日（日）午前9時～　消防本部
○ゆめテクノ伊賀こども大学
　3月29日(火）午前9時30分～　ゆめテクノ伊賀3階 ★こども広場（消防救急）

4月8日 井口 4/11～4/17 馬場 〇ちびっこ忍者ダンスダンス 伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2016（観光戦略課） 伊賀線まつり（総合政策課）（いこか対象）
　4月2日（土）午前10時～　上野公園 収録日：4月3日（日）午前10時～　ハイトピア伊賀4階健康ステーション 3/30午前10時～伊賀鉄道上野市駅
〇絵画教室「さくらを描こう」 収録場所：ハイトピア伊賀4階健康ステーション
　4月3日（日）午前10時～　島ヶ原温泉やぶっちゃ 市民スタッフ　上田さん

観光戦略課　山菅　敦史
4月14日 川瀬 4/18～4/24 赤木 〇交通事故死ゼロをめざす街頭啓発について 多文化共生のまちづくり（市民生活課） みんなで忍にん！！出演者募集（広聴情報課）

　4月9日（土）午後1時30分～　市内大型店舗（イオン伊賀上野店） 収録日：4月7日（木）午後2時～ 4/5日午前10時～ICT会議室
〇菜の花まつり 収録場所：ICT会議室
　4月10日（日）午前10時～　長田小学校 市民スタッフ　山村さん

市民生活課　古川　美紀 ★みんなで忍にん！！（吉本先生のグループ）
4月21日 上田 4/25～5/1 出山 ○伊賀市消防団辞令交付式・初任者訓練 市の情報発信（広聴情報課） 障害基礎年金（保険年金課）特集と一緒に収録

　4月17日（日）午前8時30～　教育研究センター 収録日：4月15日（金）午後2時～
○伊賀の国コスプレ春の陣2016 収録場所：ICT会議室
　4月17日（日）午後1時～　上野城ほか 市民スタッフ　井口さん

広聴情報課　馬場俊行 ★議会だより（新議長就任あいさつ）
4月28日 東谷 5/2～5/8 馬場 ○にんにんパーク開所式 最近、増加している消費者被害（市民生活課） ナイトライブラリー（上野図書館）

　4月24日（日）AM　にんにんパーク 収録日：4月20日（水）午後1時30分～ 4/19日午後3時30分～上野図書館
○2016年ジュニアサミットin三重体験・交流行事 収録場所：ICT会議室
　4月25日（月）10：30～　上野公園ほか 市民スタッフ　福森さん

市民生活課　中井　澄子 ★こども広場（森林と私たちの暮らし）
5月6日 福森 5/9～5/15 赤木 〇伊賀線まつり 平成28年度当初予算（財務課) マイナンバーカードの交付が始まっています（住民課）

　5月3日（火・祝）午前10時～ 収録日：4月28日（木）午後2時～ 4/26日午後2時～　ＩＣＴ会議室
〇みんなで忍にん体操！あつまれ1000人！ 収録場所：ＩＣＴ会議室
　5月5日（木・祝）午前10時～　ハイトピア伊賀多目的広場 市民スタッフ　川瀬さん

財政課　阿波　岬 ★議会だより（本会議等の傍聴とテレビ放送について）
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5月13日 日置 5/16～5/22 出山 ○第２９回余野公園つつじ祭 救急救命士が行える処置の拡大（消防救急課）
　5月8日（日）午前9時50分～　余野公園 収録日：4月28日（木）午後2時～
○つつじ祭ウォーク 収録場所：中消防署
　5月8日（日）午前9時　ＪＲ柘植駅スタート 市民スタッフ　東谷さん
○どろんこ遊び＆田植え体けん 消防救急課　山口
　5月8日（日）午前10時～　柏尾 ★伊賀警察署からのお知らせ

5月20日 山村 5/23～5/29 馬場 ○ナイトライブラリー　アンド　ミュージアミム 禁煙してみませんか～5月31日世界禁煙デー～（健康推進課） 脳ドック受診者の抽選（保険年金課）
　5月14日（土）午後6時～　上野図書館 収録日：5月11日（水）午前10時～ 5/17午後1時30分～本庁舎第2会議室
○選挙管理委員会出前講座 収録場所：ＩＣＴ会議室
　5月14日（土）10:00～　白鳳高校 市民スタッフ　佐藤さん

健康推進課：沖田
タバコやめた人：山、垣中 ★みんなで忍にん！！（ライトエアロビクス）

5月27日 佐藤 5/30～6/5 赤木 〇三重県立美術館友の会セミナー 市の奨学金制度の紹介（教育総務課） いきいき未来いが（人権政策・男女共同参画課）
　5月21日（土）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階 収録日：5月26日（火）午前10時～　 花しょうぶまつり（亀山市）
〇全国一斉あそびの日
   つながろういがっこげんきっこ

収録場所：ICT会議室

　5月22日（日）午前9時30分～　阿山小学校体育館 教育総務課　立岡さん ★議会だより（行政視察）
6月3日 井口 6/6～6/12 出山 〇伊賀市職員提案制度共同研究グループ最終報告会 伊賀流！未来応援の術・前編「出会い・結婚～妊娠・出産の巻」 市展「いが」作品募集（文化交流課）

　5月31日（火）午前10時30分～　ハイトピア伊賀5階大研修室 （こども未来課・健康推進課） ケーブルテレビ維持管理費等軽減適用制度（広聴情報課）
○上野公民館　悠々講座 収録日：5月26日（木）午前10時～　
　5月31日（火）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階大研修室 収録場所：ICT会議室

こども未来課　松岡　眞代
健康推進課　佃　郁代 ★こども広場（住みたい伊賀にするために）

6月10日 川瀬 6/13～6/19 馬場 ○全国ごみ不法投棄監視ウｲーク街頭啓発 伊賀流！未来応援の術・前編「子育ての巻」 水の事故防止（消防救急課）5/30午後1時30分～中消防署
　6月4日（土）午前11時～　アピタ伊賀上野店 （こども未来課・健康推進課）
○青山高原つつじクオーターマラソン 収録日：6月3日（金）午前10時～　
　6月5日（日）午前10時30分～　青山高原 収録場所：ハイトピア伊賀4階健康ステーション

健康推進課　山本　裕美子
こども未来課　杉本　智美 ★伊賀警察署からのお知らせ

6月17日 東谷 6/20～6/26 赤木 〇親子英語サークルアメリカンパイ 介護予防リーダーの活動（地域包括支援センター） 有馬あきとさん記念講演会（文化交流課）
　6月14日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター 収録日：6月7日（火）午前10時～　 6/7午前10時30分～ICT会議室
〇第２２ 回EKIDEN for LIFE（生命の駅伝） 収録場所：ICT会議室
　6月15日（水）午後1時～ 地域包括支援センター　小田　眞規子
  午後1時15分：市民病院　1時40分：県伊賀庁舎 市民スタッフ　上田さん
  午後2時20分：ハイトピア伊賀　 ★みんなで忍にん！！（ＦＧＰ忍）

6月24日 福森 6/27～7/3 出山 ○芭蕉祭フェスティバルバンド練習会 公共交通機関利用促進期間（総合政策課） 関宿祇園まつり（亀山市）
　6月17日（金）午後7時30分～　ハイトピア伊賀4階多目的室 収録日：6月17日（金）午後1時30分～
○いきいき未来いが2016 収録場所：上野市駅前、ふれあいプラザ
　6月18日（土）午後1時～　あやま文化センター 交通政策課　森　健至
○陶芸教室
　6月19日（日）午前9時～　寺田市民館

7月1日 上田 7/4～7/10 馬場 ○地域活動支援事業成果報告会 熱中症を予防しましょう（中消防署） 夏の交通安全県民運動（市民生活課）6/20午前10時ICT収録
 　6月25日(土）午後1時～　ゆめぽりすセンター 収録日：6月20日（月）午後1時30分～ しがらき火まつり（甲賀市）
○本好きの子どもに育てたい保護者のための講演会 収録場所：中消防署
 　6月26日（日）午後2時～　上野図書館 市民スタッフ　山村さん

中消防署　繁地　みさき ★こども広場
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7月8日 佐藤 7/11～7/17 赤木 〇生涯学習セミナー2016「もっと知りたい万葉集」 第3次地域福祉計画（医療福祉政策課） 特定健診・特定保健指導（保険年金課）6/27午前10時～　ICT会議室
　7月2日（土）午後1時30分　ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 収録日：6月23日（木）午前10時～ 市民文化祭参加者募集（文化交流課）6/27午前10時30分～　ICT会議室
〇親子カヌー体験会 収録場所：ICT会議室
　7月3日（日）午前9時～　大山田B＆G海洋センター 市民スタッフ　福森さん

医療福祉政策課　立岡　優希
7月15日 日置 7/18～7/24 出山 ○すえひろ学級（高齢者料理教室） 空き家対策の現状と今後の取り組み（市民生活課） 高齢者の徘徊に対するGPS情報サービス（介護）

　7月8日（金）午前10時～　阿山保健福祉センター 収録日：7月7日（木）午後2時～ 7/11午後1時40分～ICT会議室
〇いきいきライフ講座（タイルクラフト） 収録場所：ICT会議室
　7月8日（金）午後1時30分～　大山田公民館 市民スタッフ　井口さん
○ライトピア人権フェスティバル 市民生活課　石田　晋悟
　7月8日（金）午後7時30分～　ライトピアおおやまだ ★伊賀警察署からのお知らせ

7月22日 山村 7/25～7/31 馬場 ○三重県消防操法大会 総合型地域スポーツクラブに入ってみませんか？（スポーツ振興課） 伊賀線開業100周年記念イベント開催（交通政策課）
　7月16日（土）午前９時～　三重県消防学校（鈴鹿市） 収録日：7月11日（月）午後3時～
○第32回青山夏まつり 収録場所：ICT会議室
　7月17日（日）午後３時～　青山ホール前 市民スタッフ　佐藤さん
○農業ふれあいまつり スポーツ振興課　島井　基吉
　7月18日（祝）午前９時～　農業公園 ★みんなで忍にん！！（廣嶋グループ健康促進しましょう会）


