
イベント
●大岩山銅鐸ホームページ公開記念講演会
時�２月9日（日）午後２時30分～５時
所�ライズヴィル都賀山
内�講演「銅鐸とは」、「銅鐸から見た近江」
講�難

なん

波
ば

�洋
よう

三
ぞう

さん（奈良文化財研究所）
　田

た

口
ぐち

�一
かず

宏
ひろ

さん（守山弥生遺跡研究会）
定�先着60人　￥�５00円
申�２月6日（木）までに下記へ
問�NPO法人守山弥生遺跡研究会（中井）　
☎090（7362）4836

●染色画家�草
くさ

笛
ぶえ

�由
ゆ

美
み

子
こ

　新春展「小
お

津
づ

君
ぎみ

が降りてくる」

無料
時�２月9日（日）
　午前11時～午後２時30分
所�小津神社

内�草笛�由美子によるライブアート
他�出店、紙芝居、腹話術、よさこい演舞、
木
き

村
むら

�隆
たか

男
お

さん（近江国野洲評杦江小津神
社抄録著者）による特別講演などあり

問�アートスペース絆（西村）
　☎090（3350）6281

●第32回国際平和ポスターコンテスト
　応募作品の展示会

無料
時�２月9日（日）正午～
　16日（日）午後２時
所�市立図書館�多目的ホール

問�近江ライオンズクラブ事務局
　☎（582）3594

●第9回守山市母親大会
時�２月9日（日）午後1時30分～4時
所�吉身公民館
内�講演「ネット社会に生きる子どもたち」
講�長

は

谷
せ

川
がわ

�友
とも

彦
ひこ

さん（近江兄弟社高校教師）
￥�300円　他�申込不要
問�守山市母親大会連絡会（太田）
　☎080（1406）8068

●守山市中心市街地活性化セミナー

無料
時�２月1２日（水）午後6時～
　（受付：午後５時30分～）
所�future�lab（旧大津地方法務局守山
出張所跡）

講�榊
さかき

田
だ

�隆
たか

之
ゆき

さん（京都信用金庫理事長）

定�先着100人
他�申込不要
問�守山市中心市街地活性化協議会事務局
（株式会社みらいもりやま21）
　☎（514）8321

●障害者支援研究会

無料
時�２月1５日（土）午前10時～正午
所�すこやかセンター3階�講習室
内�講演「発達障害者の支援とは」

講�高
たか

松
まつ

�光
みつ

照
てる

さん（NPO法人江朋会理事長）
申�２月7日（金）までに電話、ファクスまたは
メールで下記へ

問�湖南ホームタウン
　☎（514）1685　5（514）1702
　 �nakamura@open-mind.jp

●県下一斉・司法書士による
　相続に関する無料相談会

無料
時�２月1５日（土）午後1時30分～4
時30分（受付：午後4時まで）

所�エイスクエアSARA�東館２階（草
津市）

他�２月２9日（土）まで県内各司法書士事務所
で相続に関する無料相談を実施

問�滋賀県司法書士会
　（平日午前9時～正午、午後1時～5時）
　☎（525）1093

●第19回済生会がんセンター公開講座

無料
時�２月1５日（土）午後２時～3時30分
所�済生会滋賀県病院５階なでしこ
ホール

内�特別講演「今、注目の腸内フローラと健
康：がん予防について」

講�内
ない

藤
とう

�裕
ゆう

二
じ

さん（京都府立医科大学附属病
院内視鏡・超音波診療部部長）

他�申込不要
問�済生会滋賀県病院
　☎（552）1221

●いきいきサロン
時�２月19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�お茶会　定�先着1５人　￥�300円
申�２月1８日（火）までに下記へ
問�守山市シルバー人材センター
　☎（583）2727

●文化をつなぐ会ニューイヤーフェスティバル

無料
時�２月２3日（日・祝）午後1時～
所�エルセンター
内�アコースティックギター、ピア
ノ、コーラス、よし笛、大正琴、
ファッションショー、日本舞踊、
押し花、写真などの披露

問�岩佐　☎（582）8521

講習・講座
●ハロートレーニング（公的職業訓練）開講

無料
　国家資格を取得し、正社員就職を
目指すことを目的とした２年間
コースです。

時�4月1日（水）～令和4年3月31日（木）
コース　�介護福祉士養成科、保育士養成科、

栄養士養成科
他�年齢などの受講要件あり。テキスト代は
自己負担。詳しくは下記へお問い合わせ
ください。

問�ハローワーク草津　☎（562）3720

募集
●陶芸守山会　会員募集
　陶芸活動の自主サークルです。一緒に陶
芸を楽しみませんか。
時�毎月第1木・金曜日
所�市民ホール�工芸室
￥�7,000円/年（別途材料費など要。詳しく
は見学時に説明）

他�3月５日（木）、6日（金）に無料体験を実施
問�石田　☎090（1153）0304

●第19回国際交流の広場
　前日・当日ボランティアスタッフ募集
時�前日準備：3月7日（土）午後1時30分～５時
　当日：８日（日）午前10時～午後4時ごろ
所�市民交流センター
内�テント設営、各国料理や体験など各部門
の運営補助

申�２月２８日（金）までに下記へ
他�申込期限後に参加を希望する人は当日
（８日）午前9時に集合してください

問�守山市国際交流協会
　☎・5（583）4653
　 �mkokusai@usennet.ne.jp

もりやまプレミアム付商品券の
有効期限は２月２9日（土）までです

期限を過ぎると商品券が無効になります。
また、未使用の商品券の換金もできません。
必ず期限までに使用してください。

問�健康福祉政策課
　☎（582）1123　5（582）1138
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2  市長メッセージ／ファミリー・サポート・センター「ま
かせて会員養成講座」

３  野洲川健康ファミリーマラソン大会参加者募集／ス
トレッチヨガ講座／凧作り&凧あげ教室

４・５  守山てんこもり
6  てんでんこフォーラムパート２＆メモリアルコンサー

ト１００回記念／ひきこもり支援を考えるフォーラ
ム／ふれあいもりやま展／小さな展示会と弥生人
養成講座／美崎公園で遊ぼう

7  育英奨学生を募集／公民館「自主教室」開設の受
付開始／国の教育ローン

8-１0  令和元年分(平成３１年分) 税の申告がはじまります
１１  速野会館の電気自動車急速充電器が有料になりま

す／守山市立地適正化計画を一部見直し／景観審
議会の市民公募委員を募集／図書館協議会委員を

募集／国民年金の届出
１2  高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を受けましょう

／歯周病検診を受けていますか／滋賀県がんと向
き合う週間／人間ドック脳ドック費用助成(事後申
請)は３月３１日(火)までです／新しい手口の架空
請求はがきにご注意

１３  守山警察署／安全・安心メール／相談コーナー
１４  BUNTAI情報／関西地域の停電情報をスマート

フォンがお知らせ
１５  図書館／駅前総合案内所／放射線量／水質
１6  ちゃいるど広場

１7・１8  Information／もりやまプレミアム付商品券の有
効期限は２月２9日(土)までです

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

寄贈
●オリジナルピンバッチを寄贈
　県内で開催される
「東京２0２0オリンピッ
ク聖火リレー」の機運
を盛り上げようと、コ
カ・コーラ�ボトラーズ
ジャパン株式会社（中部日本営業本部西部
支社�勝

かつ

�浩
こう

二
じ

�支社長）さまから、聖火を模
した守山市オリジナルピンバッチ1,000個
を寄贈いただきました。
　イベントなどで聖火リレーの機運を盛り
上げるために使用させていただきます。

激励
●全国ジュニア英語スピーチ
　コンテストの出場を激励
　1２月２５日、第4２回全国ジュニア英語ス
ピーチコンテストに出場する大

おお

西
にし

�愛
あ

依
い

さん（吉身小学校２
年）と藤

ふじ

井
い

� 咲
さ

菜
な

さん（小津小学校6
年）が市役所を訪れ、
市長から激励を受
けました。

　コンテストの結果、藤井さんが日本英語
検定協会理事長賞（高学年の部第２位）を、
大西さんが奨励賞を受賞しました。

行政
●献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力お願いします。
・平和堂守山店
時�２月1５日（土）午前10時～11時4５分、
　午後1時～4時
・モリーブ
時２月２２日（土）午前10時～11時30分、
　午後1時～4時
・県立総合病院
時２月２５日（火）午後２時30分～4時
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

イベント
●姿勢改善、腰痛改善ストレッチ

無料
時�２月５日～２6日の毎週水曜日
　午前9時1５分～10時4５分
所�火まつり交流館

対�6５歳以下の女性

持�ヨガマット、飲み物、室内シューズ、動
きやすい服装

他�一人一回まで
問�松本　☎090（6736）2626

●大人のぬり絵サークル展

無料
時�２月6日（木）～9日（日）
　午前10時～午後4時
　（最終日午後3時まで）

所�アートスペースひらき
内�速野公民館で活動するサークルが作成し
た色えんぴつを使った作品約30点を展
示

問�中村　☎090（8521）8319

●守山市小中学校支援学級
　ほたるのこ学習発表会・卒業生を送る会

無料
時�２月7日（金）
　午前9時～午後２時30分
所�市民ホール�大ホール

内�午前：�市内小中学校特別支援学級児童生
徒の学習発表会

　午後：卒業生を送る会
問�守山市特別支援教育研究部会事務局
　（小津小学校内）　☎（585）0138

おしらせは17頁に続きます➡

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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