
　自宅などから自由にスタートし、自転車で市内のチェックポイントを回ってスタンプを集め、ゴー
ル地点を目指すスタンプラリーです。チェックポイントや賞品など、詳しくは、ホームページをご覧
ください。時�11月２9日（日）午前9時～午後３時　定先着500人
￥�一般２,000円（会員1,000円）、高校生1,000円（会員500円）、中学生以下500円（会員３00円）
申�11月15日（日）までにスポーツエントリーで申し込み。定員に達していない場合は11月1６日（月）以
降、直接申し込みを実施予定です。受付場所などはホームページなどでお知らせします。

他�小学生以下の人は保護者同伴要
問�びーもサイクル協議会事務局（地域振興課内、平日午前9時～午後5時）
　☎（582）1165　5（582）0539

ホームページ

第5回モリイチ・スタンプラリー開催第5回モリイチ・スタンプラリー開催

スポーツ協会からのお知らせ

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

守山ソフトテニスジュニアクラブ会員募集
　３0人の会員が健康増進と社会ルール・マナー・スポーツ精神を習得
しながら選手を目指して練習に励んでいます。詳しくは、ホームペー
ジをご覧いただくか、守山市スポーツ協会へお問い合わせください。
時�毎週1回（土曜日または日曜日）午前9時～正午
所市民運動公園テニスコート
対小学1～６年生
申�随時守山市スポーツ協会へ申し込み ホームページ

イベントイベント
●第3回MINNAのサロン 英会話カフェ
時�10月３0日（金）午前10時～11時４5分
所�市民交流センター
内�外国の人をゲストに呼んで英語でのグ
ループトーク

対�基本的な英文法・会話を理解している人
（お子さま同伴不可）

定�先着２0人
￥�７00円（会員・外国籍の人は500円）
申�10月２７日（火）までに下記へ申し込み
問 守山市国際交流協会
　（平日午前9時～午後4時30分）
　☎・5（583）4653
　  ｍkokusai@usennet.ne.jp

●オペラ「愛の妙薬」演奏会形式
　（日本語字幕付き）
時�11月1日（日）開場：午後1時、プレトー
ク：午後1時４0分、開演：午後２時

所�市民ホール�大ホール
￥�500円（全席自由）
他�６歳未満の入場不可。内容な
ど詳しくは、ホームページを
ご覧ください

問�守山音楽連盟（宇野）　☎（582）3558

●手仕事教室「がま口ポーチ作り」講習
時�11月６日（金）午前9時～正午
所�大庄屋諏訪家屋敷�主屋

内木綿の糸を編んでがま口ポーチを作ります
対�18歳以上で細編みができる人　定�8人
￥�６00円（入館料含む）
持�４号のかぎ針、とじ針、洗濯ばさみ（8個）、
はさみ、飲み物

申�電話で下記へ申し込み
他�マスク着用をお願いします
問�大庄屋諏訪家屋敷　☎（516）8160

●草
く さ

笛
ぶ え

 由
ゆ

美
み

子
こ

作品展示会「茜
あかね

の詩
う た

」

無料
時�11月9日（月）～15日（日）
　午前10時～午後４時
所�うの家�南蔵

内�草木に遊ぶ天女や妖精たちが実り、憂い、
見る者にそれぞれの情景を浮かび上がら
せる秋の終わりらしい作品を展示

他�展示即売あり
問�守山宿・町家“うの家”　☎（583）2366

講習・講座講習・講座
●パソコン講習会
　初めてパソコンに触る初心者コースです。
年賀状の作成などを行います。
時�11月10日～1２月２２日の毎週火曜日
　午後1時３0分～３時３0分（全７回）
所�守山市シルバー人材センター
定�先着15人　
￥�３,000円（教材費含む）
申�11月２日（月）までに下記へ申し込み
問�守山市シルバー人材センター
　☎（583）2727

農政課からお知らせ 市民農園「荒見ファーム」会員募集
　安全・安心・新鮮でおいしい有機・無農
薬野菜を一緒に作ってみませんか。会員に
よる自主運営の農園です。苗・種・肥料・
農具はすべて会費で賄

まかな

います。
募集区画　４区画（1区画３６㎡）
￥�1区画1２,000円／年
　（３年目以降：9,000円／年）
申�電話で下記へ申し込み
他�毎月第２日曜日の例会で栽培指導を開催。
問�高

た か

田
だ

　☎（583）8897
　臣

お み

　☎（582）5230

●

●

今市町北

レインボーロード
●

●

今市町北

守山北中学校

河西会館・公民館

市民農園
ホームページ

スポーツ
エントリー
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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。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中
止・延期が相次いでいます。イベントが実施されるかどうか
については、各イベントの主催者にお問い合わせください。

報告報告
●文部科学大臣賞受賞を報告
　9月1７日、第
６0回日本南画
院展で文部科学
大臣賞を受賞し
た小

こ

畠
ばたけ

� 堯
たかし

さん
が市長と教育長
に受賞を報告されました。

●高齢者叙勲 旭日単光章受章を報告
　9月２5日、高
齢者叙勲�旭日
単光章を受章し
た元市議会議長
松
まつ

村
むら

� 肇
はじむ

さんが
市長に受章を報
告されました。

行政インフォメーション行政インフォメーション
●新型コロナ人権相談ほっとラインを開設
　新型コロナウイルス感染症により人権侵
害を受けた人専用の相談窓口を開設してい
ます。ひとりでかかえないでご相談くださ
い（相談無料、通話料有料）。
◇専用電話・FAX番号
　☎・5（523）7700
時�祝日・年末年始などを除く月・火・水・
金曜日午前10時～正午、午後1時～４時

問�公益財団法人滋賀県人権センター
　☎（522）8243

●中小企業退職金共済制度（中退共）に
　加入しませんか
　中退共は中小企業のための国の退職金制
度です。税法上の優遇措置が受けられ、社
外積立なので管理も簡単です。
　市では、中退共に新規加入された従業員

数２0人未満の事業所に対して、掛金の一部
を補助しています。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
問�・共済制度に関すること
　　中小企業退職金共済事業本部
　　☎03（6907）1234
　・補助制度に関すること
　　商工観光課　☎・有（582）1131

●宝くじコミュニティ助成事業で
　自治会備品を購入
　一般財団法人自治総合センターが実施す
る宝くじの社会貢献広報事業「コミュニ
ティ助成事業」を活用し、中野自治会では、
自治会行事で使用する放送設備を購入され
ました。今後、コミュニティ活動に活かさ
れます。
問�市民協働課　☎・有  （582）1148

●10月は年次有給休暇取得促進期間です
　テレワークやローテーション勤務、時差
出勤など新しい働き方、休み方を実践する

第一歩として「年次有給休暇の計
画的付与制度」を導入しましょう。
詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。
問�滋賀労働局　雇用環境・均等室
　☎（523）1190

イベントイベント
●守山市美術作家協会
　創立30周年記念展

無料
時�10月２２日（木）～２9日（木）
　�午前10時～午後４時（初日は午
後1時～、２７日は休館）

所�市民ホール�展示室
内�日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の
６部門を展示

他�鑑賞する際は、マスク着用・検温・消毒
などにご協力ください。

主催　�守山市美術作家協会・守山市文化協会
問�守山市美術作家協会事務局（水越）
　☎（584）3690

●こぎん刺し講座
時10月２9日（木）午前10時～正午
所�あまが池プラザ
内�青森県津軽地方の伝統的な刺し子（刺繍）
であるこぎん刺しでブローチまたはヘア
ゴムを作ろう（色や柄は当日選べます）

講�田
た

中
なか

�信
のぶ

子
こ

さん
対�大人（お子さま同伴可・託児無し）
定�5人　
￥�1,000円（材料費含む）
持�はさみ　
申�下記へ申し込み
他�マスク着用をお願いします
問�あまが池プラザ
　☎（514）2505

おしらせは13頁に続きます➡

2・3 ��環境学習都市宣言記念公園の整備状況をお知らせ
します

4 �第51回守山市美術展覧会
５ �佐川美術館特別展と「守山市民の日」/守山公民館

講座/佐川美術館アートコラム
6 �もりやま青年団presents「もりやま☆こんにち

ワーク9」/ボランティア観光ガイドと行く秋の中
山道守山宿めぐり～地元再発見～/第51回守山
市菊花展覧会/第30回ふれあいもりやま展の人
権啓発作品募集

７ 「Moriyama�若手芸術家の作品展」開催および作
品募集/お得に市内飲食店での食事を楽しめます

８ �新分別PRパンフレットを配布します/クルちゃん
のつぶやき/くらしのたより/市税などの支払いに
「au�PAY」が利用できるようになりました

９ �生活支援サポーター養成講座/遺族の人向け予約

制のご案内開始/墓地の改葬について/令和3年
度児童クラブ室入所案内を配布/0～2歳児の保
育を行う小規模保育事業者を募集/子育て世帯へ
の臨時特別給付金の申請はお早めに

10 �年金生活者支援給付金制度の申請書を提出してく
ださい/令和3年分公的年金などの「扶養親族等
申告書」を提出してください

11 �子どもの読書活動/教えて！！～介護認定までの流
れ～

12 �すこやか健康だより
13・14 Information/市民農園「荒見ファーム」会員募

集/第5回モリイチ・スタンプラリー開催/スポー
ツ協会

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

ホームページ
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