
講習・講座
●�DIY技能講習

無料
時�12月16日(月)～20日(金)
　午前10時～午後4時(全5日)
所�エイスクエアSARA北館(草津市)

内�木工や網戸、障子、ふすまの張り替えな
どを学べます

対�58歳以上で県内在住の人
定�20人
申�12月5日(木)までに下記へ
他�12月9日(月)に面談あり。交通費、昼食
代は自己負担。

問�県シルバー人材センター連合会
　☎（525）4128

募集
●�さつき会�会員募集
時�毎月第2水曜日午前10時～正午
所�北公民館

内�童謡、唱歌、抒情歌、コーラス
対�65歳以上の人
￥�4,000円/6ヵ月
問�江

え

森
もり

　☎090（7764）0064　　

●守山シルバーコーラス“輝き”
　会員募集
　混声四部合唱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�童謡、唱歌からいろいろなジャンルの曲
対�原則60歳以上の人
￥�800円/月
問�西

にし

村
むら

　☎090（5897）8327�　

●�第19回国際交流の広場　
　ボランティア募集
　令和2年3月8日(日)開催予定の「第19回
国際交流の広場」で国際屋台料理の考案・調
理・調理補助、ものづくりコーナーの発案、

出店補助などのボランティアを募集します。
説明会を下記の日時で開催します。
時�12月8日(日)午後1時30分～
所�市民交流センター
他�申込不要
問�守山市国際交流協会
　☎・5（583）4653
　 �mkokusai@usennet.ne.jp

�

　

広報もりやま1月1日号

　広報10月15日号14頁の「自転車購入
補助金を実施」の記事で、地域振興・交通
政策課のファクス番号を「☎�(583)0539」
と記載しましたが、正しくは「☎（582）
0539」です。お詫びして訂正します。

　前号23頁の「守山警察署」の記事で、犯
罪被害者サポートテレホン様の電話番号
を誤って記載していました。正しくは〔☎
（521）8341〕です。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

　　市税滞納者への滞納処分で差し押えをしている不動産について下記のとおり公売の入札を実施します。
　　公売物件については市役所および各支所の掲示板で公告しています。
　　詳しくは納税課までお問い合わせいただくか、納税課に設置している公売広告をご覧ください。
　時�11月29日(金)午後1時30分～　所�市役所3階32会議室
　問�納税課　☎・有（582）1118　5（583）9738

◆不動産を公売します

表紙・裏表紙を飾る笑顔の写真を募集します

対�市内在住の人
定�先着40人
申�11月29日(金)までに写真、名前、電話番号を
メールまたは直接下記へ。

他�・�写真の返却を希望する人は12月23日(月)～
27日(金)の執務時間中に、下記窓口で返却し
ます。

　・�写真データは、容量が大きいもの(1MB以上)
を送付してください。

　・写真をトリミングする場合があります。
　・�写真内の全員が掲載されない場合があります。
　・�写真はカラー写真に限ります。
問�秘書広報室　
　☎（582）1164
　5（583）5066　
　 �hisho@city.moriyama.lg.jp
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すこやかセンターだよりとごみ・資源物収集カレンダーの広告募集

イベント
●�社労士会湖南支部主催「社労士の日」
無料相談会

無料
時�12月1日(日)
　午前10時～午後4時
所�駅前総合案内所

内�社会保険、年金制度などの社会保障に関
する相談、労災保険、雇用保険、給与な
ど労働に関する相談

問�滋賀県社会保険労務士会　鈴木
　☎（583）9490

●�押絵干支講習会
時�12月1日(日)午前9時30分～、午後1時～
所�市民交流センター
内�中学生以下はミニ色紙に、一般は大色紙
に干支の押絵

定�各回中学生以下先着4人、一般先着8人
￥�中学生以下1,800円(カレンダー付き)、
一般2,800円

持�筆記用具、おしぼり
申�電話・ファクスで下記へ
問�久遠流梧桐会　伴

ばん

野
の

　☎・5（583）0439

●�消しゴムはんこでポチ袋
時�12月6日(金)午前10時～正午
所�あまが池プラザ
内�消しゴムはんこを彫

ほ

ってオリジナルポチ
袋を作りましょう

講�杉
すぎ

原
はら

�尚
なお

子
こ

さん
定�10人
￥�1,200円(材料費含む)
持�Ｂか2Ｂのえんぴつ、カッターナイフ、彫刻刀
(持っている人のみ)、眼鏡(必要な人のみ)
申�12月4日(水)までに下記へ
問�あまが池プラザ
　☎（514）2505

●�人権尊重と部落解放をめざす
　県民のつどい

無料
時�12月8日(日)
　午前10時～午後3時
所�県立文化産業交流会館(米原市)

内�ゴルゴ�松
まつ

本
もと

さん(お笑い芸人T IM)によ
る「出張！ゴルゴ塾�命の授業」、人権ラブ
ソングコンサート�ほか

他�申込不要
問�公益財団法人滋賀県人権センター
　☎（522）8253

●�粘土で作る餅花教室
時�12月13日(金)午前10時30分～正午、
　午後1時30分～3時30分
所�ゆるり(セルバ守山1階)　定�16人
￥�600円
申�12月9日(月)までに下記へ
他�・駐車場無し
　・カロム、大人の折り紙も実施
問�社会福祉法人友愛�ゆるり
　☎（558）6550

●�しめなわづくり
時�12月14日(土)
　午前10時30分～11時30分
所�オリーブ守山保育園別棟2階
内�フラワーアレンジでしめなわを作りま
しょう

定�16人
￥�500円
申�12月10日(火)までに下記へ
問�NPO法人オリーブの実
　☎（514）1129

●�うの家で餅花のお正月飾り講座
時�12月16日(月)午前10時～正午
所�町家うの家�南蔵
講�小

こ

林
ばやし

�さえ子
こ

さん
定�20人
￥�1,500円(材料費含む)
持�手ふきタオル、持ち帰り用の袋
申�電話で下記へ
他�子ども連れ可、託児なし
問�守山宿・町家“うの家”　
　☎（583）2366

� 申いずれも12月13日（金）までに担当課へ申し込み。

ごみ・資源物収集カレンダー
作成部数　42,900部　募集数　18枠(カラー刷り)
広告料　25,000円/枠(横100mm×縦30mm)
問�ごみ減量推進課
　☎・有 �（582）1121　5（583）3911

すこやかセンターだより
作成部数　34,000部　募集数　8枠(2色刷り)
広告料　25,000円/枠(横84mm×縦50mm)
問�すこやか生活課
　☎・有 �（581）0201　5（581）1628

　すこやかセンターだよりとごみ・資源物収集カレンダーに掲載する広告を募集します。いずれも令和2年3
月に市内全戸に配布予定です。広告については、市の発行物としての品位・イメージを妨げないもの、中立性
のあるものに限ります。詳しくはホームページをご覧いただくか、各担当課にお問い合わせください。
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締結
●包括連携協定を締結
　10月28日、本市とピエリ守山を運営す
る双日商業開発株式会社との間で包括連携
協定を締結しました。
　この協定により、大規模災害発生時に避
難場所の提供などが実施されるほか、イ
ベントや観光振興などでさらなる連携協力
が期待されます。

激励
●ねんりんピック出場を激励
　10月21日に第32回全国健康福祉祭
(ねんりんピック)和歌山大会の出場選手の

壮行会が市役所で行われました。市内から
は5部門11人が出場し、壮行会に出席した
7人に市長が激励の言葉を贈りました。

行政
●納期限のお知らせ
　国保税6期分の納期限12月2日(月)です。
納期内に納めましょう。
問納税課　
　☎・有 �（582）1118　5（583）9738

イベント
●うた声ひろば
時�11月25日(月)、12月13日(金)、令和2

年1月17日(金)・31日(金)の午後1時15
分～2時45分

所�市立図書館�多目的室
内�昭和歌謡・童謡などの歌唱
￥�500円/回(お茶付き)
他�申込不要
問�NPO法人音楽療法の会さざなみ　
　☎090（6989）8561

●守山一里塚活性協議会主催イベント

無料
①中山道探検
時�12月1日(日)午前10時～正午
(受付：午前9時30分～)

内�今宿一里塚を出発して、中山道にまつわ
るクイズラリーに挑戦しよう(約4km)

②すごろく大会
内�中山道すごろくや守山すごろくで遊ぼう
いずれも
所�守山会館　定�各30人　持�飲み物
申�11月30日(土)までに下記へ
他�各イベント後に大抽選会実施
問�守山宿・町家“うの家”　
　☎（583）2366

おしらせは17頁に続きます➡

も
く
じ

2  秋の叙勲・危険業務従事者叙勲受章者/市議会
議長など選出

３  令和2年度予算編成方針
4  ほたるのまち守山ハーフマラソン
5  成人式祝賀駅伝大会/もりやま市民活動屋台村

/人権まつり
6  もりやま冬ホタル/市民提案型まちづくり支援

事業
7  守山矢島かぶら料理教室/親と子のつどいの広

場/ほたるの森の楽校/消費生活学習会「くら
しの講座一日研修」/糖尿病教室/平和祈念パ
ネル展開催

8  「発達障害を知ろう」講演会/高齢者・障がい者
なんでも相談会/「さざなみの会」講演会「精神
障害・疾患を知ろう」

9  認知症などで行方不明になる心配がある人の事
前情報登録をはじめました

１0  市営住宅の入居者募集/モリヤマメロンや軟弱

野菜の栽培者を募集しています
１１  市有地を売却します/犯罪被害者週間/クル

ちゃんのつぶやき
１2  全国初　「スマート駅リン」がJ R守山駅で開始

/都市計画審議会傍聴者募集/緑の基本計画検
討委員会傍聴者募集/社会保険料控除にかかる
納付額のお知らせ/肝炎ウイルス検診は受けま
したか

１３  くらしのたより/統計のおはなし
１4  すこやか健康だより
１5  子どもの読書活動/佐川美術館アートコラム
１6-１8  Information/すこやかセンターだよりとご

み・資源物収集カレンダーの広告募集/不動産を
公売します/1月1日号の表紙・裏表紙を飾る写
真募集

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。
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