
イベント
●ガールスカウト滋賀県第15団
　新入団員募集　集会体験・入団説明会
時�1月26日（日）午前10時～正午
所�美崎公園
対�新5歳児～新小学4年生の女子
他�申込不要。運動できる服装で来てくださ
い

問�小島　☎（581）8516

●「凪の会おうみ」サテライト
　大切な人を自死で亡くした遺族が思いを
語り合う「分かち合いの会」を開催します。
時�・所�
①2月1日（土）午後2時～4時（受付：午後1
時30分～）＝和邇すこやか相談所（大津市）
②3月1日（日）午後2時～4時（受付：午後1
時30分～）＝くすのきセンター（彦根市）
①、②ともに
￥�300円（茶菓代）
他�申込不要
問�県立精神保健福祉センター
　☎（567）5010

●ファシリテーターの学び
時�2月2日（日）午前9時30分～午後0時30分
所�市民交流センター
内�話し合いをスムーズに進めるファシリ
テーションのポイントを学びます。

講�谷
たに

口
ぐち

�知
とも

弘
ひろ

さん（福知山公立大学教授）
定�先着20人
￥�500円（コーヒー付き）
申�1月31日（金）までに下記へ
問�市民交流センター
　☎（583）2975

●野洲川でんくうの会主催
　伝統食　鮒

ふな

寿し茶づけを味わう会
　漬け方の異なる鮒寿し5品をお茶づけに
して味わいます。当日、鮒寿しを購入でき
ます。
時�2月15日（土）午前10時～午後1時

所�野洲川歴史公園田園空間センター
講�小

こ

島
じま

�朝
とも

子
こ

さん（滋賀短期大学名誉教授）
定�先着30人
￥�1,500円
申�2月12日（水）までに下記へ
問�野洲川歴史公園田園空間センター
　（火曜日を除く午前10時～午後3時）
　☎（584）3321

●第2回手しごと教室「押し絵体験」
時�2月22日（土）午前10時～正午
所�大庄屋諏訪家屋敷
対�高校生以上の人
定�先着15人
￥�2,800円
持�筆記具、はさみ、おしぼり
申�2月10日（月）までに下記へ
問�大庄屋諏訪家屋敷　☎（516）8160

講習・講座
●理学療法士による
　げんきもりもり教室
時�1月23日以降の毎月第4木曜日
　午後2時20分～3時20分
所�オリーブ守山保育園別棟2階
定�先着10人　
￥�1月23日（木）は無料、以降の開催日は
200円/回

持�飲み物
申�各回2日前までに下記へ
問�訪問看護ステーションオリーブ
　☎（514）1129

●介護に関する入門的研修

無料
　介護に関する基本を楽しく気軽
に学べます。
時�2月1日～22日の毎週土曜日

　（全4回、時間は日によって異なる）
所�県立長寿社会福祉センター（草津市）
申�1月24日（金）までに下記へ
問�滋賀県介護・福祉人材センター
　☎（567）3925

●パソコン中級教室

無料
時�2月10日（月）～19日（水）の平日
午前10時～午後4時（全7日）

所�シルバー連合会事務所（大津市）
対�県内在住の58歳以上で、簡単な文字入力
ができる人

定�20人
申�1月28日（火）までに下記へ
他�1月30日（木）に面談あり。交通費・昼食
代は自己負担

問�滋賀県シルバー人材センター連合会
　☎（525）4128

募集
●県営住宅入居者募集
募集要項　�1月8日（水）から市建築課、県住

宅課で配布
申�申込書に記入し、1月15日（水）～24日
（金）に郵送または直接、県営住宅管理
センターへ

他�入居予定は3月下旬
問�県営住宅管理センター
　☎（510）1500

●女声コーラスWINDS団員募集
　歌うことが好きな人、一緒にハーモニー
を楽しみませんか。
時�毎週木曜日午前9時30分～正午
所�コミュニティセンターやす（野洲市）
問�北川　☎090（3977）9096

その他
●�堤防の刈り草から作ったたい肥を無
料配布しています

無料
時�平日の午前8時45分～午後5時
所�独立行政法人水資源機構湖南管
理所（草津市、烏丸半島内）

持�スコップ、持ち帰り用の袋など
問�独立行政法人水資源機構湖南管理所
　☎（568）4102

　全国のふるさと納税の素晴らしい取り組みを表彰する「ふるさと
チョイスアワード2019」（株式会社トラストバンク主催）で、本市の
返礼品である「もりやま琵琶湖パールの核入れ体験」の取り組みが優秀
賞を受賞しました。
　赤野井湾にて寄附者が核入れから取り出しを行う体験型の返礼品で、
真珠の育成の3年間、真珠の育ちや琵琶湖の環境を生産者と同じ気持
ちで過ごすことができる取り組みである点が評価されました。詳しく
は市ホームページをご覧ください。今後もふるさと納税を通じて全国へ守山市の良さを発信します。

ふるさとチョイスアワード2019

優秀賞を受賞しました
問�企画政策課
　☎・有 �（582）1162　5（582）0539

トロフィーを手に受賞を喜ぶ生産者
(玉津小津漁業協同組合、chocomaka)

ホームページ
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も
く
じ

２  子育て講演会/自主教室のつどい
3  大庄屋諏訪家屋敷で3つの時代の雛人形を展示/

旬の野菜の収穫体験/第28回もりやま・男女のき
ずな輝きフォーラム/守山市教育研究発表大会

4  守山の自然を守るポスター展/第17回川づくり
フォーラム/市政報告会/守山空襲/就職・転職
応援フェア/保育人材バンクお仕事相談＆紹介
コーナー

5  農業委員・農地利用最適化推進委員の候補者を募
集/守山ふれあい出前講座の講師を募集/守山市
ボランティア観光ガイド協会会員を募集/地域密
着型サービス事業者を公募/東京2020オリン
ピック聖火リレーボランティア（守山市）募集

6  所得税還付申告
７  年金の源泉徴収票が1月中旬から送付されます/

高額療養費の申請はしましたか/健康診査を受け

ましょう/1月26日は文化財防火デー/住宅等改
修助成の申請を受け付けています/プレミアム付
商品券の購入はお早めに/ジョブプラザ守山の開
所時間を変更

8  水道管の凍結にご注意/クルちゃんのつぶやき/
河川や道路の側溝に灯油などを捨てないでくださ
い/ごみのポイ捨てはやめましょう

９  くらしのたより/守山市景観計画を見直しました
/あなたも認知症サポーターになりませんか

１0  守山警察署/統計のおはなし
１１  子どもの読書活動/佐川美術館アートコラム
１２  すこやか健康だより

１3・１4Ｉnformation/ふるさとチョイスアワード2019
優秀賞を受賞しました

１5  街かどフラッシュニュース/双眼鏡/人口
１6  街かどフラッシュニュース

寄贈
●図書館に絵本を寄贈
　12月5日に滋賀県民共済生活協同組合
（水

みず

野
の

�裕
ひろ

久
ひさ

代表理事）さまから絵本や紙し
ばいなど約400冊（50万円相当）を寄贈い
ただきました。6年連続で寄贈いただいて
おり、これ
までいただ
いた本には
青い星印の
シ ー ル が
貼ってあり
ます。

●DVDなどを寄贈
　12月23日に堀

ほり

井
い

�隆
たか

彦
ひこ

さまから、守山の
冬の風物詩「もりやまいち」の催しや、その様
子を記録した映像一式（計200万円相当）を
寄贈いただきました。今後、まちなかの商業
活性化に有効に活用させていただきます。

報告
●第3回近畿ディスカバー農

む 　 ら

山漁村の
　宝の選定を報告
　守山矢島
かぶらの会
（北

きた

野
の

� 進
すすむ

代
表）が、伝統
野菜の「矢島
かぶら」を復
活させ、収穫量増加や普及活動に取り組ん
だことが、農村漁村の活性化や所得向上に
取り組む優良事例として「第3回近畿ディ
スカバー農山漁村の宝」に選定され、12月
12日に市長に報告されました。

行政
●土地開発公社事務員募集
募集人員　臨時的任用職員　1人
業務内容　�土地開発公社における事務全般

（経理・財務事務・庶務など）
資格など　�事務所などにおける経理実務経

験を有すること
勤務場所　土地開発公社（市総務課内）
任用期間　�2月1日～3月31日（勤務成績に

より、4月以降、週4日勤務の嘱
託職員として採用を予定）

勤務日数・時間　�月13日勤務、午前8時30
分～午後5時15分

賃金　日額6,766円
試験　�1月27日（月）午前9時30分から市

役所32会議室で面接試験を実施。
持履歴書
申�1月24日（金）までに下記へ
他�マイカー通勤不可
問�土地開発公社（市総務課内）
　☎（582）1160

●令和2年度県政モニター募集
　インターネットを通じたアンケートへの
回答が中心です。日ごろの生活のなかで気
づいたことや県政に対する思いを聴かせて
ください。
対�4月1日現在で県内在住の15歳以上で、
インターネットを利用してメールの送受
信やアンケートの回答ができる人（国ま
たは地方公共団体の議員や常勤の公務員
は除く）。

申�2月10日（月）午後5時までに
県ホームページ「しがネット受
付サービス」から。

問�県広報課県民の声係
　☎（528）3046

おしらせは13頁に続きます➡

しがネット受付

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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