
市長から市民の皆さまへ 市長メッセージ
　12月に入り、今年も残すところ1ヵ月となりました。
ＪＲ守山駅周辺では、冬の風物詩となりました「もり
やま冬ホタル」のイルミネーションが夜空を彩ってく
れています。
　さて、本年を振り返りますと、まず、５月1日に元号
が平成から令和へ替わり、平成天皇が御退位され、ま
た、令和天皇が御即位され、新しい「令和」の時代がス
タートしました。この秋には、台風1５号・1９号などに
より日本列島に大きな豪雨災害が発生し、一方で、ラ
グビー・ワールドカップの日本での開催および「One 
Team」の合言葉での日本代表の活躍が多くの感動
を生んだところです。また、10月から、消費税率の引
き上げと幼児教育・保育の無償化が始まりました。
　本市においては、3月にピエリ守山敷地内での温浴
施設がオープン、4月に「ふるたか虹のはし保育園」が
オープン、５月に守山銀座ビル西棟およびエルセン
ター敷地内に南部地区地域包括支援センターの新事
務所がオープンしました。6月2日には、野洲川放水路
の通水から丸40年を迎え、９月に国土交通省との共
催で野洲川放水路通水40周年記念シンポジウムを
開催し、多くの皆さまとともに、野洲川改修の歴史と
災害への備えの大切さを共有することができました。
11月には、新図書館オープンから丸1年を迎え、来場
者数５0万人以上、貸出冊数100万冊以上と多くの
方々にご活用頂いているところです。
　夏には、市内の中学生が、吹奏楽や陸上、柔道、水
泳、軟式テニスなど多くの分野で、全国大会、近畿大
会、滋賀県大会などで活躍してくれました。次代を担
う子どもたちのたくましい活躍を心から嬉しく思っ
ております！
　また、秋には、各学区や自治会などで、つどいや文
化祭、運動会が開催され、地域の絆を深めて頂きまし
た。御尽力頂きました関係者の皆さまに改めて心より
敬意を表するとともに、感謝を申し上げる次第です。
　最重要課題の環境センターについては、５月28日に
本体施設の起工式を行い、11月末時点で、地盤改良工
事・ケーシング打設・廃棄物除去・基礎杭打設等の下
部工事を全て終え、令和3年10月の稼働に向け、順調
に工事が進捗しているところです。
　さて、来年は、いよいよ東京オリンピック・パラリン
ピック、そして、守山市の市制施行５0周年を迎えてま
いります。
　その中で、来る12月8日(日)に、市制施行５0周年記
念のプレイベントとして、「灯りでつなぐ、守山201９」
と題して、中洲小学校のメタセコイアに、約５万枚の
メッセージカードを飾り付け、世界一のクリスマスツ
リーを目指し、ギネス世界記録に挑戦してまいりま
す。是非、多くの皆さまにお越し頂き、一緒にギネス達
成を喜び合いたいと思っております。
　また、市制施行５0周年をPRする動画を市内6中学
校の生徒達から成る「守山市クローバープロジェクト
実行委員会」が作詞・作曲・作成してくれました。本日
12月1日から、子どもたちと市民の皆さまの笑顔一
杯・元気一杯の素晴らしい動画が市ホームページの
トップ画面からやYou Tubeでご覧頂くことができ
ます。また、市役所をはじめ、市内各所でもこのPR動
画をご覧頂けるよう準備しているところです。是非ご
覧頂ければと存じます。
　師走(12月)は、一年の中で一番慌ただしい季節と
言われております。市民の皆さまにおかれましては、
御自愛頂きますとともに、火の用心や交通事故防止
などに十分留意頂き、「令和2年」の輝かしい新春をご
家族揃って笑顔一杯でお迎え頂けますよう祈念申し
上げております！

灯りでつなぐ、守山 2019
「メッセージタグの最大の展示」で
ギネス世界記録®町おこしニッポンに挑戦！

■守山市制施行50周年記念事業プレイベント　■野洲川放水路通水40周年記念事業　■第30回中洲ふれあ いの灯記念事業

※順延となった場合、12月８日（日）はシャトルバスは運行しません。

日 時  12月８日（日）午後2時～５時30分
　　　　　※�当日、悪天候などにより、メッセージカード

が取り付けられない場合、12月15日（日）に
順延します。順延となる場合は市ホームペー
ジや有線でお知らせします。

　　　　　　�ただし、中洲ふれあいの灯は雨天でも決行し
ます。

会 場  中洲小学校グラウンド
　　　　　※�会場周辺には駐車場がありません。びわこ地

球市民の森の臨時駐車場または市役所からの
無料シャトルバスをご利用ください。

主 催 �「灯りでつなぐ、守山2019」
　　　　ギネス世界記録挑戦実行委員会
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市役所→会場（中洲小学校） 会場（中洲小学校）→市役所
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問企画政策課　☎・有（582）1162　5（582）0539
　　中洲会館　☎・有（585）2004　5（585）5252

　2時  ギネス世界記録挑戦宣言
� � 市内小学生による最後のメッセージカード吊

つ
り下げ

� � ギネス世界記録にチャレンジ！（5分間）
　2時20分 しあわせさがしの歌（中洲こども園児・中洲小学校児童）
　2時30分� 明富中学校吹奏楽部�演奏
　2時50分� 佐
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合
ご
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�マリ子
こ

コンサート
� � （守山市出身のシンガソングライター）
　3時15分� 愛�ラブ�守山�～守山やのに山ねーじゃん～
� � （市制施行50周年PRソング）
　3時45分� 主催者・来賓あいさつ
　4時� � ギネス世界記録結果発表
� � ・記念撮影など
　4時30分� Billy（高

たか

橋
はし

�博
ひろ

司
し

）コンサート
　5時� � 第30回中洲ふれあいの灯�点灯
　5時30分� 閉会
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プログラム

無料シャトルバスの時刻表

※進行状況によって時間が前後する場合があります。
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幸浜大橋

稲荷大橋

服部大橋
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会 場
中洲小学校

●
中洲会館中洲会館

●

野洲川歴史公園
サッカー場ビッグレイク
野洲川歴史公園
サッカー場ビッグレイク

●中洲こども園中洲こども園

びわこ地球市民の森びわこ地球市民の森
●

臨時駐車場

●

おうみんちおうみんち

立田町立田町

・豚汁（無料）、ポップコーン、からあげ ほか
・バルーンアート、焼き印 ほか

模擬店＆体験コーナー

・12月８日（日）～26日（木）
メッセージカードの展示期間

・12月８日（日）～令和２年1月15日（水）
午後5時～９時

（12月31日は午後5時～翌日午前２時）

中洲ふれあいの灯の点灯期間

※ イベント当日はメッセージカードの取り付けはでき
ません。メッセージカードは12月５日（木）までに企
画政策課または各会館に持参してください。
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