
イベント
●町家“うの家”でこいのぼりを作ろう

時�4月20日（土）～28日（日）
　午前10時～午後4時
所�うの家�回廊

他�申込不要
問�守山宿・町家“うの家”
　☎（583）2366

●済生会滋賀県病院
　看護の日イベント

時�5月18日（土）午前9時～午後3時
所�済生会滋賀県病院�1階エント
ランスホール・2階外来フロア
（栗東市）

内�身長・体重・血管年齢測定、ちびっこ看
護師�白衣体験、親子で聴診器・点滴・脈
拍測定体験、認知症の簡単な検査や相談�
など

他�申込不要
問�済生会滋賀県病院　☎（552）1221

講習・講座
●お話し相手ボランティア養成
　連続講座 受講者募集

時�5月17日（金）・23日（木）
　午後1時30分～3時30分
　�5月31日（金）午前9時30分～11
時30分

所�コミュニティ防災センター1階�研修室
（北消防署併設）

内�講義と体験学習
講�粟

あわ

野
の

�真
しん

造
ぞう

さん
　（傾聴ネットワーク研究会代表）
対�市内在住で、3日とも受講しお話し相手
ボランティアとして活動できる人

定�30人　申�5月10日（金）までに下記へ
問�市社会福祉協議会　☎（583）2923

募集
●守山テニスクラブ 会員募集
時�毎週土・日曜日午前9時～正午および水
曜日午後6時～9時

所�市民運動公園またはふれあい公園
対�市内在住で高校生以上の男女
定�10人程度
￥�2,000円/月（ボール代、コート代含む）
※�入会時、別途入会金5,000円要
他�自由参加方式
問�浦野　☎090（5061）1263

●健康・グラウンド・ゴルフ2
ニ ハ チ

8会
　会員募集
　新たな仲間と出会い、交流しませんか。
初心者歓迎です。
時�毎週水・金曜日午前9時30分～11時30
分ごろ

所�川田・立入グラウンドゴルフ場など
定�10人　￥�500円/月
申�電話で下記へ
問�藤岡　☎080（6207）5905

●MDSF楓（社交ダンス） 会員募集
　いい汗流して若返りませんか。運動不足
を解消し、健康になりましょう。初心者歓
迎です。
時�毎週金曜日午後1時～4時
所�エルセンターなど
￥�1,500円/月
問�平野　☎090（2288）3395

●守山会館パソコン教室 会員募集
　楽しくやさしくワード、エクセル、イン
ターネットなどを学びませんか。
時�毎月第2・4土曜日午前9時30分～11時
30分

所�守山会館
￥�1,000円/月　持�ノートパソコン
問�川下　☎090（9276）9966

●カラオケ喜楽会 会員募集
　カラオケで歌って、元気になりませんか。
時�毎週火曜日午後1時～4時
所�河西会館　￥�6,000円/年
申�電話で下記へ　他�年2回親睦会あり
問�森田　☎090（8162）5119
　中北　☎080（3768）5921

●守山シルバーコーラス“輝き”
　男性会員募集
　コーラスの楽しさを味わいませんか。
時�毎月第1・3水曜日午前9時30分～正午
所�市民交流センター　内�混声4部合唱
対�原則60歳以上の男性　￥�800円/月
問�今堀　☎080（4017）2724

●ボーイスカウト守山第1団 団員募集
　野外活動を通じて自立心、協調
性、奉仕の心を養います。
対�小学2～3年生の男女

・入団体験会・説明会を実施
時�5月19日（日）
　午前9時～正午（体験会）
　午後1時～3時（説明会）
所�体験会＝市民運動公園野外ステージ
　説明会＝市民ホール
内��薪を割って火おこし、ツイストパン作り
（体験会）、入団説明と制服試着（説明会）

申�4月30日（火・休）までに下記へ
問�長尾　☎090（5641）9098

無料

無料

無料 無料

平成31年度 市民提案型まちづくり支援事業の提案団体募集
　まちづくり活動の提案を審査し、採択したものに経
費の一部を助成します。
対象団体　�ボランティア団体やNPOなどの市民公益

活動団体、自治会（③の事業のみ）
対象事業と助成限度額
① きっかけづくり事業＝自由なテーマで提案した社会
的または地域的な課題の解決に資する事業

　・助成限度額＝15万円（補助率10/10）
　※�同一団体への交付は3回まで
② ステップアップ事業＝知識や経験を活かし、自立し
た活動を展開することで社会的または地域的な課題
の解決に資する事業

　・助成限度額＝15万円（補助率1/2）
　※�同一団体への交付は2回まで

③ 自立事業化前提型事業＝地域が抱える課題をサービ
スの受け手から対価を徴収する方法により解決する
事業

　・助成限度額＝50万円（補助率10/10）
　※�3年以上事業を継続することが条件
　※同一団体への交付は1回限り
申�4月15日（月）～5月31日（金）に申請書を下記へ提出。
申請書は下記に設置または市ホームページからダ
ウンロード。

審査方法　�書類審査および公開プレゼンテーション
（6月中旬予定）

他�4月25日（木）午後7時から市民交流センターで説明
会を実施。

問市民協働課　☎・問（582）1148　5（583）3911
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行政
●緑の募金にご協力をお願いします
　昨年度は守山市で243万円余りの募金に
ご協力いただき、誠にありがとうございま
す。
　この募金は森林整備や緑化推進のために
使用され、本市でも「緑の少年団」の活動費
や「のびのび木陰づくり事業」による自治会
への苗木配付など、市内団体の活動に支援
を受けています。
　今年も5月31日（金）まで春の緑の募金運
動が実施されますので、ご協力をお願いし
ます。
問�建設管理課
　☎・有（582）1134　5（582）6947

●第1回子どもふれあい学級
　「ふれあいハイキング」参加者募集
時�5月18日（土）午前9時～午後3時30分
所�希望が丘文化公園
対�市内の小学生3年～6年生
定�30人
申�5月7日（火）までに往復はがきで申し込
み（必着）。詳しくは4月下旬に各学校で
配布のチラシをご覧ください。

問�地域総合センター　☎・有（585）4822

●地域振興・交通政策課からお知らせ
①自転車購入補助金を実施
　4月24日（水）から、市内登録自転車店での自

転車購入費に対して補助を行います。対象とな
る自転車店や、対象自転車、申請条
件などは、市ホームページをご覧い
ただくか、地域振興・交通政策課ま
でお問い合わせください。
受付方法　�4月24日（水）から地域振興・交

通政策課へ申請。必要書類など
詳しくは地域振興・交通政策課
へお問い合わせください。

他�市内に本社、店舗などを置く事業者向け
自転車購入補助制度も同時に受付開始

②TRY！スポーツバイクデ滋賀守山
　2019開催

　市内のスポーツバイク専門店で
無料試乗会とスタンプラリーも開
催します。詳しくはイ

ベント専用フェイスブックもし
くは各店ホームページをご覧く
ださい。
時�4月29日（日・祝）午前11時～日没（ジャイ
アントストアびわ湖守山のみ午前10時～）

所�下記の各店舗
★主催および実施店舗
・ LOKO Bicycle
　三宅町364―3　☎（582）7866
　http://lokobicycle.com/
・ ジャイアントストアびわ湖守山
　今浜町十軒家2876
　琵琶湖マリオットホテル1F　☎（584）2033
　http://giant-store.jp/moriyama/

・ スクアドラ滋賀守山
　今宿四丁目5―7　☎（596）3866
　http://www.squadra.co.jp/moriyama/
・  キヨシ商会
　立田町1697―1　☎（583）1843
　http：//www.kiyoshisyokai.com/
協力　びーもサイクル協議会、守山市
問�地域振興・交通政策課
　☎・有（582）1165

イベント
●いきいきサロン
時�4月17日（水）午後1時30分～3時30分
所�守山市シルバー人材センター
内�高齢者の健康保持（体操など）
定�先着15人　￥�300円　持�タオル
申�4月16日（火）までに下記へ
問�守山市シルバー人材センター
　☎（583）2727

●ガーデニングの土づくりを
　基本から学ぼう講習会

時�4月20日（土）午前10時～正午
所�駅前コミュニティホール�第一
ホール

内�プロの正しい土作り講座、駅前緑地公園
での実践あり

定�30人程度　他�申込不要
問�緑創会事務局　☎（582）5168

無料

ホームページ

facebook

無料

おしらせは17頁に続きます➡

「広報もりやま」の広告募集

申込方法など詳しくは、秘書広報室まで
☎（582）1164　5（583）5066

広告料は１枠　25,000円です。
（たて50mm×よこ84mm）
１頁（全面）　150,000円です。
（たて250mm×よこ180mm）

「広報もりやま」は、毎月1日、15日に発行。新聞折込
で市内全域に配達しています。また市内の主要な公共
施設にも設置しています。
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２・3 �ルシオールアートキッズフェスティバル
4 �「守山市民の日」と佐川美術館特別企画展／「美

学」受講者募集／佐川美術館アートコラム
５ �守山市民歩こう会／ぐるめヤマモリ！ビワパー

ル発見サイクリング／郷土守山に学ぶ研修
　　　　講座Ⅰ／どろんこバレー出場チーム募集
6 �市役所などのゴールデンウィーク期間中の業務
7 �ゴールデンウィーク中のごみ・し尿処理／地域

子育て支援センターで一緒に遊びませんか／元
号改正に伴う公文書などの日付表記

８・9 �人事異動の概要
１0・１１ �市役所の業務一覧

１２ �人間ドック・脳ドック・骨密度検診の助成／新生
児聴覚検査を助成／胃がん集団検診

１3 �福祉医療制度の申請をお忘れなく／非課税世帯
の介護保険料を軽減

１4 �保育士再就職支援研修会／スポーツ大会出場激
励金／職員募集／体育協会

１５ �子どもの読書活動／くらしのたより
１6 �すこやか健康だより
１7・１８ Information/市民提案型まちづくり支援事業　
１9 街かどフラッシュニュース／双眼鏡／人口
２0 街かどフラッシュニュース

Information
●イベント案内やメンバー募集などの情報を掲載しています。詳しくは、秘書広報室 ☎（582）1164へお問い合わせください。
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