
行政
●納期限のお知らせ
　固定資産税（都市計画税含む）2期分およ
び国保税2期分の納期限は７月31日（水）で
す。納期内に納めましょう。
問�納税課
　☎・有（582）1118

●コンビニ交付サービスを
　一時休止します
　マイナンバーカードで住民票や所得証明
書などをコンビニエンスストアなどで交付
するサービスを一時休止します。証明書の
発行は交付窓口（市民課、速野支所、中洲支
所、駅前総合案内所）で行います。ご不便を
お掛けしますが、ご理解ご協力をお願いい
たします。なお、印鑑証明書の窓口での発
行には、印鑑登録証が必要です。
時�７月23日（火）、2４日（水）の終日
問�市民課
　☎・有（582）1122（コンビニ交付全般）
　税務課
　☎・有（582）1115（税証明について）

●商工観光課からお知らせ
　�事業主の皆さま、勤労者の福利厚生制

度に加入しませんか
　一般財団法人守山野洲勤労福祉サービス
センターは、福利厚生サービスや職場の共
済給付補助など、地元企業で働く皆さまの
福利厚生を行う団体です。守山・野洲両市
で約3,４00人が利用しています。ぜひご入
会ください。
￥�入会金：５00円（事業主負担）
　会費：�月額600円/人（事業主と従業員の

折半）
問 （一財）守山野洲勤労福祉サービスセンター
　☎（581）2408
　商工観光課　☎・有（582）1131

●中小企業の皆さま
　レジは軽減税率に対応していますか
　10月からの消費税軽減税率制度開始に
伴い、軽減税率対応のレジを導入するため
の補助金を実施しています。詳しくはホー

ムページをご覧いただくか、下記までお問
い合わせください。
問軽減税率対策補助金事務局
　☎0120（398）111

イベント
●第1回耳から楽しむおはなしの世界
　～ストーリーテリングをたのしもう～
時�７月1７日（水）午前10時30分～11時30分
所�市立図書館�集会室
語り手　近江八幡おはなし研究会
他�申込不要
主催　守山児童図書研究会、市立図書館
問�市立図書館
　☎・有（583）1639

●夏休み書道教室（毛筆・硬筆）
時�７月2４日（水）、8月2日（金）いずれも午
前9時～11時30分

所�守山市シルバー人材センター
対市内の小学生　定�各先着20人　￥�200円
持�硬筆、毛筆用具、空のペットボトル、新
聞紙2日分

申�７月16日（火）～23日（火）に下記へ
問�守山市シルバー人材センター
　☎（583）2727

●ロボットカーの衝突防止
　プログラミング体験
時�７月2７日（土）午後3時～５時
所�エルセンター
内�BBCmicro:bitを使って、ロボットカーの
プログラミング。ブロックエディターで
プログラミングするため、低学年でも参
加できます。

定�４人　￥�1,000円
持�インターネットと接続できるノートパソ
コン

申�７月26日（金）までに下記へ
問�守山プログラミング教育研究会
　☎090（8934）6305

●こども陶芸教室
時�8月４日（日）午前10時～正午
所�うの家�南蔵
内�粘土で箸置きを作ろう
講�小

こ

宮
み

山
やま

�美
み

恵
え

さん（鶴屋吉正、ギャラリー
美秀主宰）

定�先着20人
￥�1,000円（家族分作成可）
持�汚れてもよい服装、手ふきタオル、飲み
物

他�焼きあがったものは8月末ごろ引き渡し
問�守山宿・町家“うの家”
　☎（583）2366

●いっしょうもちあげ大会
時�8月9日（金）午前10時～11時
所�あまが池プラザ
対�1歳前後～2歳ごろ
定�先着10人　￥�５00円
申�8月8日（木）までにあまが池プラザへ
他・毎月1回金曜日に開催
　・�市民提案型まちづくり支援事業の採択
を受けています

主催　ママパスポートもりやま
問�あまが池プラザ　☎（514）2505

●キッズ句会うふふの会
　夏休みスペシャル
時�8月1７日（土）午前10時30分～正午
所�市立図書館�集会室
内�ことばあそび俳句作りを楽しもう
講�坪

つぼ

内
うち

�稔
ねん

典
てん

さん（ねんてん先生）
対�小学生　定�先着30人
￥５00円
申�8月1５日（木）までに電話で下記へ
問�がんこ堂　大

お お

栢
が や

　☎（582）7560

募集
●第73回滋賀県美術展覧会作品募集
募集部門　平面、立体、工芸、書
対�県内在住、在勤、在学（高校生以上）の人
他�詳しくはホームページをご覧ください
問�公益財団法人
　びわ湖芸術文化財団
　☎（523）7146

守山市ダブルステニス選手権大会
時�9月8日（日）午前9時～※予備日9月16日（月・祝）
所�市民運動公園テニスコート　種目　男女一般の部、男女ベテランの部（５５歳以上）
￥�3,000円/組　持�テニスボール（ダンロップフォート2個入り1缶）
申�8月28日（水）午後５時までに参加料を添えて下記へ。または守山市テニス
協会ホームページから申し込み。

スポーツ協会からのお知らせ ※体育協会からスポーツ協会へ名称変更しました

問守山市スポーツ協会事務局（市民体育館内）　☎・5（583）3113　 jimukyoku@sports-moriyama.net
　火曜日と祝日の翌日を除く　午前9時～午後５時

MSK

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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寄贈
●交通安全物品を寄贈
　6月20日、一正蒲鉾（代表取締役社長�野

の

崎
ざき

�
正
まさ

博
ひろ

）さまから、関西工場創設４0周年を記念
して保育園などに通う園児の交通安全物品
（５0万円相当）を寄贈いただきました。園児の
交通安全を確保するため大切に使用させて
いただきます。

●知育玩具を寄贈
　6月2４日、大阪ガス株式会社＂小さな灯＂
運動（滋賀地区支配人�船

ふな

谷
たに

�昭
あき

夫
お

）さまから、
絵本と積み木（５万円相当）を寄贈いただき
ました。子どもたちのすこやかな育ちのた
め、大切に使用させていただきます。

表彰
●技能賞を受賞
　6月21日、端末を利用した業務の効率化
や書類の整理方法などで、厚生労働省の「介
護サービス事業における生産性向上に資す
るガイドライン作成」のためのモデル事業
で技能賞を受賞した、社会福祉法人�慈惠会　
ゆいの里（理事長�廣

ひろ

田
た

�加
か

代
よ

子
こ

）さんが市長
に報告に来られました。

●びわこビジターズビューロー優良
　観光・物産団体表彰を受賞
　6月26日、ホタルと環境、観光をつなげ
る取り組みを通して地域活性化へ貢献して
きたことが認められた守山ほたるパーク＆
ウォーク実行委員会（会長�金

かね

﨑
ざき

�いよ子
こ

）
さんが、びわこビジターズビューロー優良
観光・物産団体表彰を受賞し、市長に報告
に来られました。

●児童文芸ノンフィクション文学賞
　特別賞を受賞
　守山市出身
の児童文学作
家、国

くに

松
まつ

�俊
とし

英
ひで

さんが、これま
での業績をた
たえられ、一般
社団法人日本
児童文芸家協
会から児童文
芸ノンフィク
ション文学賞
特別賞を贈られました。
　受賞を記念して、市立図書館では特設
コーナーを設けています（写真は平成2４年
に福田清人賞を受賞した際の市長報告時に
撮影）。

おしらせは17頁に続きます➡
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2 �20１９もりやま夏まつり
3 �書家�連山�昂太�二十歳の軌跡展覧会
4 �下之郷史跡公園小学生のための夏休み体験教室
５ �美崎公園で夏を楽しもう/郷土守山に学ぶ研修

講座Ⅲ/焼き肉のたれ作り教室/夏休み親子料
理教室

6 �佐川美術館特別企画展と「守山市民の日」/ふる
さとマルシェ20１９/佐川美術館アートコラム

７ �自転車で夏を楽しもう
8 �やす楽キャンペーン開催中�写真を撮って「かわ

カード」ゲット�
９ �シリーズ野洲川放水路通水４0周年②/統計のお

はなし①
10 �市役所などで省エネ・節電対策/クルちゃんの

つぶやき/はなしのタネ
11 �防災情報を配信/くらしのたより
12 �「ひとむれ」が開設/発達障害ってなんだろう
13 �市職員を募集・市職員採用セミナー/職員募集

/託児ボランティア募集
14 �Welcome♪レナウイ郡中学生訪問団
1５ �子どもの読書活動/守山市子育てタウンアプリ

（母子健康手帳アプリ）８月１日から配信開始
16 �すこやか健康だより
1７・18 �Infoｒmation/スポーツ協会/「守山矢島かぶ

らの会」生産者募集
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。

　「守山矢島かぶら」が近江の伝
統野菜に認定されたことに伴い、
生産していただける農業者を募集
します。
栽培時期　播

は
種
しゅ
：9月中旬

　　　　　収穫：11月下旬
申�７月16日（火）～2４日（水）に電
話で下記へ

問�守山矢島かぶらの会事務局
　（農政課内）　☎・有（582）1130

「守山矢島かぶらの会」
生産者募集
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