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滋賀県
農地中間管理機構
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貸付け 借受け
（転貸）

公益財団法人
滋賀県農林漁業担い手育成基金

農地を貸したい人 農地を借りたい人

ホームページ

農地中間管理機構を活用しましょう
問��農政課　☎・有（582）1130　5（582）1166
　JAおうみ冨士守山営農センター　☎・有（585）4991　5（585）2784

　県知事より指定を受けた公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が、ルールに基づき、出し手（貸付希望
者）から出された農業振興地域内の農用地などの貸付けの可能性を判断し、適切な受け手（借受希望者）への貸付
けを決定します。
　　　　　　農地の出し手：知事指定の機関なので安心して貸し出せます。
　　　　　　農地の受け手：まとまった使いやすい農地が借りられます。

申�５月7日（火）～６月2８日（金）に申請書に記入し、農政課またはJAおうみ冨士守山営農センターへ申
請。申請書は上記に設置。または公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金のホームページか
らダウンロード。

他�2回目の受付は秋ごろを予定しています。

令和元年度　１回目の受付が始まります

講習・講座
●守山古文書講座
時�６月３日（月）～令和2年1月1８日（土）
　いずれも午前10時～正午（全10回）
所�市立図書館�多目的室
講�高

たか

木
ぎ

�叙
のぶ

子
こ

さん、松
まつ

下
した

�浩
ひろし

さん
定�６0人程度
￥�３,000円／年（資料代含む。初回に支払
い）

申�５月2日（木・休）～2５日（土）の本の森開
館時間中に電話で市立図書館へ

主催　守山古文書愛好会
問�市立図書館
　☎・有(583)1639　5（583）6949

●おもてなしのための
　ハングル基礎講座
時�６月５日～7月10日の毎週水曜日
　午前10時～11時３0分（全６回）
所�吉身会館
内�ハングルの基礎的な文字・発音やおもて
なしフレーズの学習

講�ホン�セヒさん（韓国出身）
定�先着1４人
￥�５,000円（協会会員は４,000円）
申�５月7日（火）～29日（水）に下記へ
問�市国際交流協会
　☎・5（583）4653
　 �mkokusai@usennet.ne.jp

募集
●守山こどもかるた教室　会員募集
時�毎月1～2回、日曜日
　午前9時３0分～11時３0分（全12回）
所�あまが池プラザ
内�小倉百人一首（競技かるた）
定�先着５0人
￥�1,５00円／年
申�５月19日（日）午前10時からあまが池プ
ラザで開催の体験会で直接申し込み。

問�守山かるた会　竹山
　☎090（6966）5881

●吉身短歌教室　参加者募集
　日々の感動や季節の移ろい、小さな発見
などを短歌の五七五七七に託してみません
か。
時�毎月第2水曜日
　午前9時３0分～11時３0分
所�吉身会館
講�木

き

村
むら

�光
みつ

子
こ

さん
￥�1,000円／月
問�佐伯　☎（583）0818

　本市が５月1日以降に作成・発行する
文書などの年表示および年度表示につ
いては、下記のとおり取り扱います。
年表示
　５月1日以降に作成・発行する文書な
どでは「令和」で表記します。
　なお、既に発行した文書中の「平成」
の表示については有効なものとして取
り扱います。
年度表示
　５月1日以降に作成・発行する文書な
どでは「令和」で表記します。
　なお、平成３1年４月1日から令和2年
３月３1日までに発行する下記通知書な
どは「平成３1年度」と記載していますが、
法律上の効果は変わらないため、有効
なものとして取り扱います。

【平成31年度と記載している通知書など】
　市税、国民健康保険税、幼稚園・こ
ども園・保育園保育料、児童クラブ使
用料、後期高齢者医療保険料、介護保
険料、市営住宅使用料、そのほか市が
発行する納入通知書や各種証明書など
問�総務課　☎・有（582）1111

改元に伴う元号による
年・年度表示について
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行政
●すこやか生活課からお知らせ
　湖南広域休日急病診療所
　運営委員会委員募集
内�湖南広域休日急病診療所の運営などにつ
いての審議（年３回程度の会議に参加）

対�湖南４市（草津、守山、栗東、野洲）内に
在住の20歳以上の人

任期　６月1日～令和３年５月３1日
募集人員　各市1人
申�５月1５日（水）まで〔消印有効〕に、「休日急
病診療所の役割について」の作文（８00字
程度）と郵便番号、住所、氏名、年齢、電
話（ファクス）番号を記入のうえ、直接ま
たはメール、郵送で下記へ

問�〒520―3046　
　栗東市大橋二丁目7―3
　湖南広域行政組合救急医療事務局
　☎（551）1300
　 �kyukyu@konan-kouiki.jp

●県総オープンホスピタル
時�５月19日（日）
　午前10時～午後３時
所�県立総合病院

内�日ごろは見ることが出来ない設備の見学
や、医療機器の体験など

他�申込不要。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

問�県立総合病院　財務企画室
　☎（582）5031

●全国戦没者追悼式への参列者募集
時�８月1４日（水）～1５日（木）
所�日本武道館
対�県内在住の戦没者（原爆、一般戦災死没者
含む）の配偶者、子、父母、兄弟姉妹また
は孫

定�５0人程度
※応募多数の場合抽選
￥�５,000円程度
※介助者の参加費用は自己負担
申�５月1日（水・祝）～５月３1日（金）に下記へ
※�応募方法など詳しくは下記へお問い合わ
せください。

問�県健康福祉政策課援護係
　☎（528）3514

イベント
●“うの家”開催イベント
・母の日カードスタンド工作

時�５月６日（月・振休）～11日（土）
　午前10時～午後４時
　※�５月7日（火）は休館

内�紙コップを使ったメッセージカード作り
他�申込不要

・�中山道守山宿いいなめぐり 二部仕立て
着物10分着付け体験講座

時�５月17日（金）午前10時～午後0時３0分
内�上下に分かれた二部仕立て着物のお襦

じゅ

袢
ばん

から帯まで全て自分で着てみましょう。
講�金

かな

守
もり

�千
ち

恵
え

さん（二部仕立て着物湖布主
宰）

定�先着５人
￥�1,000円
持草

ぞう

履
り

・足
た

袋
び

問�守山宿・町家“うの家”
　☎（583）2366

●米作り体験教室
時・内�５月11日（田植え体験）、10月５日�

（稲刈り）、10月19日（脱穀）、12月
1４日（餅つき大会）、令和2年2月1５
日（わら細工作り）

　　　いずれも土曜日午前9時３0分～正午
所�美崎公園
対�幼児～大人（小学生以下は保護者同伴要）
定�20組程度
￥�無料（餅つき大会のみ有料）
申�５月５日（日・祝）までに電話で下記へ
問�美崎公園　☎（585）4280

●いきいきサロン
時�５月1５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�名刺を作ろう　定�先着1５人
￥�３00円　持�筆記用具
申�５月1４日（火）までに下記へ
問�守山市シルバー人材センター
　☎（583）2727

●春季講演会
時�５月1８日（土）午後2時～
所�埋蔵文化財センター
内テーマ「発掘調査、洛中洛外～秀

　�吉が築き、家康が再興した伏見城の調
査～」

講�辻
つじ

�広
ひろ

志
し

さん（株式会社四門京都支店�調
査課長）

定�先着８0人
申�５月1日（水・祝）から下記へ
問�埋蔵文化財センター
　☎・5（585）4397

●障害年金に関する相談会
時�５月21日（火）
　午前10時～午後３時
所�済生会守山市民病院�別館相談室

内�社会保険労務士による障害年金などの無
料相談会

他�事前予約可。予約は電話で下記へ
問�滋賀県社会保険労務士会
　☎（526）3760

●野洲川でんくうの会主催
　野洲川下り参加者募集
時５月1８日（土）午前9時３0分～午後1時
　※雨天の場合、５月2５日（土）に延期

　集合場所　野洲川小浜河川公園
　　　　　　（天満大橋の小浜町側）
内�野洲川下りを楽しむ、野洲川の魚を伝統
的な漁法で捕まえる（生態調査）、湖魚の
伝統食を味わう、歴史の学習や自然観察、
河川清掃など

定先着５0人　￥８00円
持着替え、靴（ひも付きで脱げないもの）
申５月1５日（水）までに下記へ
問野洲川歴史公園田園空間センター
　（午前10時～午後3時。火曜日休館）
　☎（584）3321　5（585）5966

●裁判員制度10周年 模擬裁判員裁判
時�５月2５日（土）午後1時３0分～
　４時ごろ（受付：午後1時～）
所�大津地方・家庭裁判所別館

内�裁判官、検察官、弁護士と一緒に模擬裁
判員裁判の体験

対�県内またはその近隣在住の小学５年生～
中学生

定�先着20人　申�電話で下記へ
他�他学年の兄弟姉妹の参加不可
問�大津地方・家庭裁判所　☎（503）8112

●ころんころんクラブ おはなしかい
時�５月2５日（土）午後2時～
所�市立図書館�集会室
内�絵本、紙芝居、素話など

問�ころんころんクラブ　林田
　☎（583）8249

●第14回 むかしきもの布市場
時�５月2５日（土）午前10時～午後３時
所�第二栗東なかよし作業所（栗東市）
内�昔の着物やパンの販売、喫茶、陶芸展な
ど

他�５月1３日（月）～2５日（土）
　�午前10時～午後４時に「なかよし生活展
Ⅳ」も開催

問�第二栗東なかよし作業所
　☎（554）5601

●第1回MINNAのサロン
　英会話カフェ
時�５月３1日（金）午前10時～正午
所�速野会館
内�英語だけで会話を楽しみます
講�ヴァネッサさん（オーストラリア出身）
対�基本的な英文法などを理解している人
定�先着2４人
￥�700円（協会会員、外国籍の人は５00円）
申�５月7日（火）～2４日（金）に下記へ
問�市国際交流協会
　☎・5（583）4653
　 �mkokusai@usennet.ne.jp

無料

ホームページ
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無料
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寄贈
●4中学校に楽器を寄贈
　大崎設備工業株式会社さまから、会社設
立５0周年の記念として市内４中学校に楽器
を寄贈いただきました。４月４日の寄贈式
には従業員（各中学校の卒業生）が出席し、
代表取締役から市へ目録が寄贈された後、
改めて卒業生従業員から母校の校長先生に、
各校吹奏楽部の希望を受けた寄贈楽器の目
録が手渡されました。
　田

た

代
しろ

�弥
や

三
さ

平
ひら

教育長は「新しい楽器の寄贈
をいただいて吹奏楽部員の気持ちも成長す
ると思います」とお礼の言葉を述べました。

報告
●カウアイ郡での出来事を報告
　もりやま”夢”プロジェクトの高校生英語
スピーチコンテストで入賞し、姉妹都市の

カウアイ郡に派遣された佐
さ

内
ない

�愛
まな

佳
か

さん、小
こ

林
ばやし

�千
ち

夏
なつ

さん、西
にし

出
で

�昴
すばる

さんが派遣中の出来
事を市長に報告するため、４月1日に来庁
されました。

行政
●クールビズを実施
　省エネルギーの推進と地球温暖化防止の
取り組みの一環として、５月1日（水・祝）か
ら市職員はノー上着、ノーネクタイで執務
を行います。
問�人事課　☎・有(582)1117

●令和元年度第1回守山市都市計画
　審議会の傍聴者募集
　都市計画に関することについて審議を行
います。
時�５月22日（水）午後３時～

所�市役所３階�３1会議室
定�先着５人
申�５月1５日（水）までに電話で下記へ
他�・�開会10分前までに直接会場にお越しく
ださい

　・�案件の内容により、全部または一部非
公開となる場合があります

問�都市計画課　☎・有（582）1132

●献血のお知らせ
　４00㎖献血にご協力お願いします。
・ピエリ守山
　５月2日（木・休）午前10時～11時４５分、
　午後1時～４時
・モリーブ
　５月2５日（土）午前10時～11時３0分、
　午後1時～４時
・びわこ地球市民の森（雨天中止）
　５月2６日（日）午前9時３0分～正午、
　午後1時～2時３0分
問�近江守山ライオンズクラブ
　☎（582）3594
　すこやか生活課
　☎・有(581)0201

おしらせは25頁に続きます➡
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１２・１３  ぞくぞく新施設オープン
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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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