
1月27日 日置 1/30～2/5 馬場 ○聞こえの体験講座 みえ森と緑の県民税　～伊賀の森づくり～ 伊賀市国際交流協会事業キルギスの食と文化を知ろう！！（青山支所振興課）

　1月21日（土）　午後1時～　ハイトピア伊賀 収録日：1月20日（金）午後1時～
○健康体操教室 収録場所：ICT会議室
　1月21日（土）午後1時30分～　島ヶ原老人福祉センター 農林振興課：大門　稔明
○環境ウォッチング「伊賀上野城生物観察会」 市民スタッフ　山村さん
　1月22日（日）午前9時～　伊賀上野城内
○文化財防火デーに伴う消防訓練
　1月22日（日）午後2時～　萬像寺

2月3日 佐藤 2/6～2/12 赤木 〇おとこの料理教室（アダルト編） 確定申告相談について（課税課） 伊賀上野・城下町のおひなさん（いこか対象）
　1月28日（土）午前10時～ハイトピア伊賀 収録日：1月24日（火）午前10時～
〇第57回伊賀地区駅伝競走大会 収録場所：ＩＣＴ会議室
　1月29日（日）午前8時20分～　県立ゆめドームうえの 上野税務署　鈴木　なつめ

市民スタッフ　佐藤さん
★こども広場

2月10日 上田 2/13～2/19 出山 ○連続講座第３回「伊賀流自治～協働と新たな地域づくりのしくみ～」 「お薬手帳は１冊」運動をすすめています（医療福祉政策課）
　2月2日（木）午後1時30分～　ハイトピア伊賀5階大研修室 収録日：2月6日（月）午後2時30分～
○2017地方創生高校生ワークショップ 収録場所：ICT会議室
　2月5日（日）午前9時～　伊賀市役所第1委員会室 医療福祉政策課　上田充芳
○第12回伊賀市長杯綱引大会兼伊賀市綱引選手権大会 市民スタッフ　井口さん
　2月5日（日）午前9時～　阿山B＆G海洋センター
○いがぶらステップアップ検証会
　2月7日（火）午後3時～　ハイトピア伊賀3階ホールAB ★伊賀警察署からのお知らせ（2/2（木）13：30収録）

2月16日 川瀬 2/20～2/26 馬場 ○カローリングセミナー 女性の健康づくり（健康推進課） 図書館活用術（上野図書館）
承諾済 　2月11日（土）午前10時～　青山小学校 収録日：2月7日（火）午前11時～

○青少年健全育成講演会 収録場所：ICT会議室
　2月11日（土）午後1時30分～　ハイトピア伊賀 地域包括支援センター　徳永　朋子
○正月堂修正会 市民スタッフ　東谷さん
　2月11日（土）　正月堂

2月23日 東谷 2/27～3/5 赤木 〇城下町のおひなさん スポーツリーダーバンク（スポーツ振興課） 斎王群行（甲賀市）
承諾済 　2月18日（土）午後1時30分～　本町通り周辺 収録日：2月14日（火）午後2時～

〇いがファミリーフェスタ 収録場所：ＩＣＴ会議室
　2月19日（日）午後1時30分～　ゆめぽりすセンター2階 スポーツ振興課　山　善秀
〇伊賀市地域防災講演会ｉｎ青山 伊賀市指導者協議会　上西　利直　さん
　2月19日（日）午後1時30分～　青山福祉センター ★みんなで忍にん！！

3月3日 福森 3/6～3/12 出山 ○梅まつり ハタラキカタ応援宣言（人権政策・男女共同参画課）
　2月24日（金）午後7時～　ライトピアおおやまだ 収録日：2月24日（金）午前10時～
○市民公開講座ｉn伊賀 収録場所：ICT会議室
　2月25日（土）午後1時30分～　フレックスホテル 人権政策・男女共同参画課　岩野　敬子
○おひなさんのお干菓子づくり講座 市民スタッフ　福森さん
　2月28日（火）午前9時～　青山図書室 ★こども広場
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スタジオ
放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

資料２－２ 



ウィークリー伊賀市放送スケジュール（平成２９年２月～７月）

スタジオ
放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

資料２－２ 

3月10日 日置 3/13～3/19 馬場 ○サークルまつり 伊賀市公式ホームページが新しくなりました（広聴情報課）運転免許自主返納者への外出支援サポート制度の拡充（交通政策課）
　3月4日（土）午前9時～　ハイトピア伊賀 収録日：3月3日（金）午後1時30分～
○げんきっこフェスタ 収録場所：ICT会議室
　3月4日（土）午後1時～　阿山保健福祉センター 広聴情報課：出山　幹
○第１２回初瀬街道まつり 市民スタッフ　佐藤さん
　3月5日（日）午前10時～　初瀬街道阿保宿周辺

3月17日 井口 3/20～3/26 赤木 〇馬渕明子さん講演会 狂犬病予防注射等啓発（市民生活課）
　3月11日（土）午後3時～ ハイトピア伊賀5階多目的大研修室 収録日：3月10日（金）午後1時30分～
○伊賀流手裏剣打選手権大会（本選） 収録場所：廣岡獣医科病院
    3月 12日（日）午前8時30分～伊賀流忍者博物館 忍術ひろば 市民スタッフ 山村　芳子
○第15回伊賀市長杯女子サッカー大会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（日）午前10時～上野運動公園競技場
〇阿山芸能まつり
　3月12日（日）午前9時30分～　あやま文化センター ★みんなで忍にん！！

3月24日 山村 3/27～4/2 出山 ○彩々教室 交通事故を防止しましょう（伊賀警察署）
　3月17日（金）午後1時30分～　島ヶ原老人福祉センター 収録日：3月2日（木）午前10時～
○城下町魅力体験ツアー 収録場所：伊賀警察署
　3月18日（土）午前10時～　上野市駅前集合
○青山公民館地域学習講座
　3月19日（日）午前10時～　古民家ふとみ
○地域活動支援事業公開審査会
　3月20日（月・祝）午前10時～　ゆめぽりすセンター

3月31日 上田 4/3～4/9 馬場 ○日本語で外国人住民のサポートをしませんか講座 新しい伊賀市体育施設と伊賀市生涯スポーツ都市宣言
井口 　3月25日（土）午前10時～　上野ふれあいプラザ 収録日：3月23日（木）午後3時～

収録場所：伊賀市民体育館他
顔出し外撮り スポーツ振興課　佃　忠俊

市民スタッフ　東谷さん
★こども広場

4月7日 佐藤 4/10～4/16 川合 〇春の小さなコンサート 伊賀上野NINJAフェスタ2017（観光戦略課） 臨時福祉給付金（経済対策分）の申請（生活支援課）
※忍者衣装 　3月31日（金）午後6時30分～　青山ホール 収録日：4月2日（日）午前10時～　ハイトピア伊賀 収録日：3月31日（金）午後2時～

〇ちびっこ忍者ダンスダンス 収録場所：ハイトピア伊賀 収録場所：ＩＣＴ会議室
　4月1日（土）午前10時～　上野城本丸広場 市民スタッフ　井口さん
〇伊賀線公有民営化出発式 観光戦略課　廣岡　寛貴
　4月1日（土）午前10時50分～

4月14日 日置 4/17～4/23 出山 ○春の全国交通安全運動出動式 市の情報発信（広聴情報課）
※忍者衣装 　4月6日（木）午後1時30分～　三重県伊賀庁舎駐車場 収録日：4月7日（金）午後2時～

○さくらを描こう 市民スタッフ　東谷さん
　4月8日（土）午前10時～　島ヶ原温泉やぶっちゃ 広聴情報課　川合　理恵
○菜の花まつり
　4月9日（日）午前10時～　大山田B&G海洋センター
○伊賀の里魅力満載ウォーキング
　4月9日（日）午前10時30分～　伊賀上野駅集合 ★伊賀警察署からのお知らせ（4/10午前10時～）
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4月21日 東谷 4/24～4/30 馬場 ○忍者・忍術学講座 しらさぎ運動公園全面オープン（都市計画課）
※忍者衣装 　4月15日（土）午前１０時30分～　ハイトピア伊賀 収録日：4月13日（木）午前10時～

○伊賀の国コスプレ春の陣2017出陣式 収録場所：しらさぎ運動公園
　4月15日（土）午後２時～　俳聖殿前 市民スタッフ　山村さん
○伊賀市消防団辞令交付式・初任者訓練 都市計画課　宮田　竜麿 伊賀鉄道駅紹介
　4月16日（日）午前8時30～　消防本部訓練場 ★議会だより（新議長決定）

4月28日 井口 5/1～5/7 川合 ○“うえのまちのええとこ”フォトコンテスト表彰式 最近、増加している消費者被害（市民生活課） 第30回余野公園つつじ祭（伊賀支所振興課）5/14開催（いこか対象）
※忍者衣装 　4月22日（土）午後1時30分～　赤井家住宅 収録日：4月20日（木）午前10時～

○上野天神祭ダンジリ行事「春のお披露目」 収録場所：ICT会議室
　4月23日（日）午前10時50分～　ハイトピア伊賀多目的広場　 市民スタッフ　福森さん

市民生活課　梶山　孝夫（担当：宮田）
★こども広場（仮：消費者月間について

5月6日 福森 5/8～5/14 出山 ○おはなし会「春のおでかけ」 平成29年度当初予算（財政課）
　4月29日（土・祝）午後2時～　上野図書館視聴覚室 収録日：4月26日（水）午後1時30分～
○光のART展Ⅳ 収録場所：ICT会議室
　4月30日（日）午前9時～　国史跡旧崇広堂 市民スタッフ　上田さん
○伊賀線まつり2017 財政課　谷﨑　美保
　5月3日（水・祝）午前10時～　上野市車庫 ★議会だより（各常任委員会委員の紹介と政務活動費収支報告書の公開）

5月12日 川瀬 5/15～5/21 馬場 ○ＩＧＡＭＯＮＯ駅前マーケット 歯と口の健康週間～歯科健診を受けましょう～（健康推進課）AEDの活用（消防救急課）
　5月5日（金）午前10時～　ハイトピア伊賀多目的広場 収録日：5月1日（月）午後1時30分～ 収録日：5月2日（火）午前9時30分～
○あおやまキャラバン先生と一緒に田植え体験 収録場所：ICT会議室 収録場所：消防本部
　5月7日（日）午前10時～　高尾地内 市民スタッフ　東谷さん

健康推進課　川口　美香
★伊賀警察署からのお知らせ

5月19日 上田 5/22～5/28 川合 ○第30回余野公園つつじ祭 俳句を芭蕉さんの生まれた伊賀から世界へ 脳ドック・簡易人間ドック受診者の抽選（保険年金課）
　5月14日（日）午前9時50分～　余野公園 ～ユネスコ無形文化遺産登録をめざして～（文化交流課）抽選会：5月17日（水）午前10時～　本庁舎第3会議室
○つつじ祭ウォーク 収録日：5月9日（火）午前10時00分～ 収録日：5月11日（木）午前11時～
　5月14日（日）午前9時　ＪＲ柘植駅スタート 収録場所：俳聖殿（雨天：偲翁舎） 収録場所：ICT会議室
○しらさき運動公園完成披露会 市民スタッフ　井口さん
　5月14日（日）午後1時30分～　しらさぎ運動公園 文化交流課　中　充 ★議会だより（本会議などの傍聴とテレビ放送、広報委員会の紹介について）

5月26日 山村 5/29～6/4 出山 ○第23回ＥＫＩＤＥＮ　ｆｏｒ　ＬＩＦＥ（生命の駅伝） 禁煙してみませんか　～5月31日世界禁煙デー～（健康推進課）

　5月18日（木）午前9時～ハイトピア伊賀多目的広場 収録日：5月10日（水）午前10時～
○親子でいっしょに　英語であそぼう！ 収録場所：ICT会議室
　5月18日（木）午前10時30分～　大山田公民館研修室 健康推進課　沖田　恵理
○にんじゃの国のミニ運動会
　5月21日（日）午前9時30分～阿山小学校体育館
○第1回芭蕉講座
　5月21日（日）午後1時30分～ゆめぽりすセンター2階大会議室 ★マイレール！伊賀鉄道・茅町駅編　5/11（木）14時～収録

6月2日 佐藤 6/5～6/11 馬場 ○芭蕉祭フェスティバルバンド練習会 市職員を募集します（人事課） 水の事故防止について（消防救急課）
　5月26日(金)　午後7時30分～　上野西小学校多目的ホール 収録日：5月26日（木）午後1時15分～ ケーブルテレビ維持管理等軽減制度（広聴情報課）
○民生委員制度創設100周年記念伊賀市大会 収録場所：ICT会議室、本庁、阿山支所
　5月31日(水) 午後1時～　あやま文化センター 人事課：居附　泰志
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6月9日 日置 6/12～6/18 川合 ○第30回青山高原つつじクォーターマラソン大会 空き家の適正管理と活用について（市民生活課）
　6月4日（日）午前10時30分～　青山高原 収録日：5月30日（火）午前10時30～
○ゆめが丘浄水場小学生施設見学会 収録場所：ICT会議室
　6月6日（火）午後1時～　ゆめが丘浄水場 市民生活課：石田　晋悟
○認知症サポーター養成講座 市民スタッフ　上田さん
　6月6日（火）午後1時30分～　ゆめぽりすセンター ★こども広場（教えて！ニュースポーツ）

6月16日 東谷 6/19～6/25 出山 ○親子英語サークルアメリカンパイ 市の奨学金制度の紹介（教育総務課）
　6月13日（火）午前10時～　阿山保健福祉センター 収録日：6月9日（金）午後1時30～
○伊賀の男前教室 教育総務課：植田　千寿恵
　6月14日（水）午後1時～　柘植地区市民センター

★伊賀警察署からのお知らせ　6/8（木）午前10時～収録
6月23日 井口 6/26～7/2 馬場 ○ハイトピア伊賀5周年伊賀いにおもしろイベント 平成２９年度介護予防リーダー養成講座受講生募集 第33回青山夏まつり（青山支所振興課）

　6月17日（土）午前10時～　ハイトピア伊賀 （地域包括支援センター） 収録日：6月16日（金）午後4時～
○男女共同参画フォーラムいきいき未来いが2017 収録日：6月14日（水）午後1時30分～ 収録場所：ICT会議室
　6月17日（土）午後１時～　あやま文化センター 収録場所：ICT会議室
○ニュースポーツセミナー
　6月18日（日）午前9時30分～　城東中学校
○平成28年度伊賀市地域活動支援事業成果報告会
　6月18日（日）午後１時～　ゆめぽりすセンター ★マイレール！伊賀鉄道

6月30日 福森 7/3～7/9 川合 ○伊賀市移住交流体験会　iga-style　in　島ヶ原 熱中症予防について（消防救急課） 夏の交通安全県民運動（市民生活課）6/21午前10時～ICT会議室
　6月24日(土) 午前10時30～　集合：島ヶ原温泉やぶっちゃ 収録日：6月20日（火）午後1時30分～
○忍びの里伊賀甲賀忍者協議会設立総会 収録場所：消防本部
　6月27日（火）午前10時30分～　油日神社 消防救急課：惠土　敏志

★こども広場（水の事故に注意しよう）
7月7日 川瀬 7/10～7/16 出山 ○楽がきくらぶ 特定健康診査を受けましょう（保険年金課） 2017伊賀市民文化祭参加者募集（文化交流課）6/27（火）13：30～ICT会議室

　7月1日（土）午前10時～　あやま文化センター 収録日：6月29日（木）午前10時～ 臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか（生活支援課）6/19午前10時～ICT会議室
○いが☆グリオ七変化 収録場所：ICT会議室 語る語る図書館＆手づくりナイトライブラリー（上野図書館）6/27（火）14：00～ICT会議室
　7月2日（日）午前10時～　伊賀市文化会館 保険年金課：木下　絵里

市民スタッフ　佐藤さん

7月14日 上田 7/17～7/23 馬場 ○地域で見守りおやこ防災事業 公共交通を利用しましょう（交通政策課）
　7月8日（土）午前9時30分～　大山田福祉センター 収録日：7月6日（木）午後2時～
○近畿大学留学生が忍者の歴史文化を学ぶ 収録場所：ICT会議室
　7月8日（土）午後１時15分～　忍者屋敷、組みひも館 交通政策課：立岡優孝
○第67回社会を明るくする運動街頭啓発・啓発式典 市民スタッフ　山村さん
　7月9日（日）午前9時30分～啓発　11時～大山田産業振興センター

○ひゅーまんフェスタ2017
　7月9日（日）午後１時～　ハイトピア伊賀 ★議会だより（議会映像のインターネット配信と議会報告会について）

7月21日 山村 7/24～7/30 川合 ○みんな集合！こども体験教室 健康づくりを始めよう！（健康推進課）
　7月15日（土）午後1時30分～　西柘植地区市民センター収録日：7月11日（火）午前11時～
○第33回青山夏まつり 収録場所：ICT会議室
　7月16日（日）午後3時～　青山ホール周辺 健康推進課：森永　敬子
○第20回農業ふれあいまつり 市民スタッフ　東谷さん ★マイレール！伊賀鉄道　7月11日（火）午前9時30分～　市部
　7月17日（月・祝）午前9時～　伊賀市農業公園 ★伊賀警察署からのお知らせ　7月10日（月）午前10時～



ウィークリー伊賀市放送スケジュール（平成２９年２月～７月）

スタジオ
放映期間 担当 できごと 特集・特別番組 おしらせ収録日（担当）

資料２－２ 

7月20日 山村 7/31～8/6 出山 ○語る語る図書館＆手づくりナイトリブラリー 伊賀・山城南定住自立圏（総合政策課） ライトアップイベント「お城のまわり」（中心市街地推進課）
　7月22日（土）午後1時～　上野図書館　 収録日：7月20日（木）午前10時～

※外撮り ○こどもちゃれんじ教室 収録場所：ICT会議室
　7月22日（土）午後2時～　阿山B&G海洋センター 総合政策課　藤原　恵
○消防団夏期訓練 市民スタッフ　福森さん
　7月23日（日）午前9時～　伊賀市民多目的グラウンド


