
ホームページ

▶ おはしとえんぴつの正しい持ち
方講座

時�4月2１日（日）午前１0時～
所�市立図書館�集会室
対�幼稚園年中児～大人
￥�500円
申�4月１9日（金）までに電話またはメールで
下記へ

問�米山　☎080（9813）9006
　 �a9813poco@gmail.com

▶守山錬心館剣道体験教室（無料）
時�4月１6日、23日のいずれも火曜日
　午後5時30分～6時
所�守山小学校�体育館
対�小学１～5年生
持�動きやすい服装
他�竹刀は貸し出します
問�國分　☎090（1245）6927

▶キッズダンス体験会
時�4月3日～24日の毎週水曜日
　午後6時～7時
所�市民ホール�リハーサル室
対�小学生
￥�無料（2回目以降は１,000円）
問�ＢＪＣダンスカンパニー　大井
　☎090（3995）0203

講習・講座

▶守山茶道こども教室
時�4月29日（月・祝）、5月25日（土）、6月�
2日（日）、8月１１日（日・祝）、9月2１日�
（土）、１0月6日（日）・26日（土）、１１月3日�
（日・祝）・30日（土）、１2月１5日（日）のい
ずれも午前１0時～１１時30分（全１0回）

所�市民ホール�和室
対�小学3～6年生
定�先着20人（定員に達し次第締切）
￥�3,000円（１0回分）
申�4月3日（水）からファクスで下記へ。ファ
クスのない人は電話も可

問�（一社）茶道裏千家淡交会滋賀支部　田中
　☎・5（582）3579

▶ びわこ地球市民の森・森づくり講座
時�6月１5日～翌年3月2１日までの原則毎
月第3土曜日午前9時～正午（全１0回）

所�びわこ地球市民の森�森づくりセンター
内�森を学び、調べ、楽しむ
対�１8歳以上の人
定�40人（応募者多数の場合は抽選）
￥�3,000円／年
申�5月24日（金）までに郵送、ファクスまた
はメールで下記へ

他�申込書など詳しくはホームページをご覧
ください。

問�〒524―0102　水保町2727
　びわこ地球市民の森　
　森づくりセンター
　☎（585）6333　
　5（585）6312
　 �biwako@moridukuri.info
　

募集

▶ 憲法カフェ　　　　　　　　
『檻の中のライオン』参加者募集
時�初めての人：毎月第2水曜日
　継続の人：毎月第4水曜日
　いずれも午前9時30分～１１時30分
所�守山会館

内�憲法について、身近な出来事を題材に学
びます

￥�１00円／回（飲み物代、資料代含む）
他�１回ごとの受講可、事前申込不要
問�宇田　☎090（6735）3701

▶ 守山スポーツ拳法　　　　　　　　
スポーツ少年団団員募集

時�毎週金曜日午後6時～7時30分
所�守山小学校
内�護身術を通じてより良い自分づくりに励
み、仲間の輪を広げる

申�電話で下記へ
問�川上　☎090（8267）8626

▶ 健康・グラウンドゴルフ　　　　
木曜会 会員募集

　楽しく交流しながら健康づくりしません
か。
時�毎週木曜日午前8時30分～１１時
所�立入グラウンドゴルフ場ほか
定�5人程度
￥�3,000円／半年
申�電話で下記へ
問�掛川　☎090（8219）8347

スマートフォンアプリ「マチイロ」「Sidebooks」で
「広報もりやま」が読めます！

※�アプリの使用は無料ですが、通信費
は各回線ごとのご負担となります。

「マチイロ」アプリを
インストール

「SideBooks」アプリ
をインストール
「ちいき本棚」を選択
してください

※�アプリ閲覧中に広告が表示されますが、その内容に守
山市は責任を負いません。

「マチイロ」
アプリはこ
ちらから→

「Sidebooks」
アプリはこち
らから→

ダウンロードはこちらから

４月１５日号から広報もりやまが
一部リニューアルします

　4月１5日号から、広報もりやま
についてパンチ穴をなくすなど、
一部リニューアルを行います。よ
り読みやすく親しまれやすい広報
作成に努めますので、ご理解をお
願いいたします。
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行政インフォメーション

▶ 農政課からお知らせ             
市民農園の利用者募集

所�下之郷町（下記地図参照）
募集区画　2１区画（約20㎡／区画）
￥�5,000円／年
申�電話で下記へ
他�スコップなど簡易的な農機具あり、駐車
場あり、近くに水路あり

問�林　☎（583）0571

▶都市計画の縦覧をしています
①大津湖南都市計画高度地区
　�3月29日に都市計画決定されました。図
書を縦覧しています。　

所�都市計画課
②�大津湖南都市計画ごみ処理場（一般廃棄
物処理施設）の変更
　3月29日に都市計画の変更がされました。
図書を縦覧しています。　
所�都市計画課
問�都市計画課　
　☎（582）1132

▶県営住宅入居者募集
入居予定　7月中旬
申�申込書に記入し、4月１6日（火）～25日
（木）に郵送または直接下記へ。申込書は
4月9日（火）から建築課、県住宅課に設置
予定。

問�〒520―0044　
　大津市京町三丁目2番3号（英貴ビル5階）
　県営住宅管理センター
　☎（510）1500

▶ 地域振興・交通政策課からお知らせ
ＬＡＧＰ2019！ＢｉｗａｋｏＲｏｕｎｄが
開催

　１歳6ヵ月～6歳ごろの幼児対象のキック
バイクを使用したレースイベントが開催さ
れます。
時�4月１3日（土）、１4日（日）
所�ピエリ守山特設会場
申�ＬＡＧＰ公式ホームページか
ら申し込み

他�参加条件、スケジュールなどは
公式ホームページをご覧くだ
さい。

問�ＬＡＧＰ実行委員会
　☎090（4284）0742

イベント

▶ 油絵クラブ　　　　　　　　
「楽画会」第13回作品展（無料）
時�4月5日（金）～7日（日）
　午前１0時～午後4時（初日は午後１時～）
所�市民ホール１階�展示室
内�会員の作品40点を展示
問�楽画会　堀出
　☎（585）1623

▶桜まつり
時�4月6日（土）午前１0時～正午
所�目田川河

か

畔
はん

�桜並木（図書館横）
内�桜の下で紙芝居、フラメンコ、甘酒とち
らし寿司のふるまい（なくなり次第終了）

問�緑創会事務局
　☎（582）5168

▶ 第19回おしばな＂なでしこの会＂
作品展

　四季の花や草木を使った風景、コラー
ジュ、アレンジなど70点を展示します。
時�4月１0日（水）～１2日（金）午後8時まで
所��モリーブ１階�セントラルコート
押し花体験会も同会場で開催
時�4月１0日（水）～１2日（金）午後１時～3時
定�各日先着１0人
￥�600円
申�4月１0日（水）までに下記へ（予約要）
問�おしばな＂なでしこの会＂
　小西　☎090（9049）9845

▶ 第15回ノルディックウォーキング
ｉｎ守山ａｔ希望が丘
時�4月2１日（日）
　午前9時30分～午後0時30分
所�希望が丘文化公園
（集合：希望が丘スポーツ会館前）
コース　初心者、7km、8km、9km
￥�600円
　※�小学生無料（保護者同伴要）
　レンタルポールは400円
申�4月１8日（木）までにホーム
ページまたは電話で申し込み

問�クラブサンタクロース事務局
　☎090（5258）8077

▶ コーラス虹                           
つながる森コンサート（無料）

時�4月2１日（日）午後１時30分～3時
所�市立図書館�多目的室
内合唱、ソロの発表
問�コーラス虹　山田
　☎（582）4643

ホームページ

ホームページ

●
●

●

市民球場東

市民ホール前

小児センター東

すこやか
センター市民

体育館 市民農園
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寄贈

▶ 補助教材本を寄贈
　3月１5日、ＪＡおうみ冨士（代表理事理事長　
西
にし

田
だ

�直
なお

樹
き

）さまから補助教材本「農業とわた
したちのくらし」１,445部を寄贈いただきま
した。
　小学校の授業に活用させていただきます。

▶ トルコ共和国のパラリンピック
柔道代表を激励

　3月4日、市がホストタウンを務めるトル
コ共和国のパラリンピック視覚障害者柔道
の選手が市役所を訪問され、市長の激励を
受けました。

報告

▶ 新しいびわこの歌の作詞作曲を報告
　守山市出身の加

か

藤
とう

�景
けい

子
こ

さんと野
の

上
がみ

�涼
りょう

子
こ

さんの姉妹が作詞・作曲した「びわ湖トワ」
が、新しいびわこの歌を公募したコンクー
ルで最優秀賞に選ばれ、3月１日に市長に
報告されました。

行政インフォメーション

▶献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力お願いします。
時�・所�
　市役所
　�4月１5日（月）午前9時30分～１１時30分、
午後0時30分～3時30分

　丸善守山店
　�4月28日（日）午前9時30分～１１時45分、
午後１時～4時

問�近江守山ライオンズクラブ
　☎（582）3594
　すこやか生活課
　☎（581）0201

も
く
じ

おしらせ イベント案内やサークルメンバー募集などを掲載します。
掲載について詳しくは、秘書広報室☎（582）1164へ。

おしらせは25頁に続きます➡

2 �市長メッセージ／高齢者おでかけパスがさらに
便利に

3 �パブリックコメントの実施と説明会の開催／4月
から新たな保育園が開園／コンビニ交付サービ
スの終日停止／マイナンバーカードの休日交付

４-11 �平成31年度の主な事業
12 �飼育マナーを守りましょう／自然体験学習／パ

ソコン教室受講生募集
13 �児童扶養手当額の変更／こどもＳＯＳホーム
1４ �後期高齢者医療保険料の一部見直し／国民年金

保険料のお知らせ／固定資産土地・家屋価格な
どの帳簿縦覧

1５ �ショウタキを利用しませんか／地域密着型サー
ビス事業者公募

16 �がん検診／特定不妊治療・不育症治療の助成
17 �高齢者の肺炎球菌感染症予防接種／すこやか

センターだよりの内容訂正
18 ちゃいるど広場
19 �子どもの予防接種
20 BUNTAI情報／体育協会　
21 図書館／駅前総合案内所／放射線量／水質
22 �特殊詐欺にご注意／ゴールデンウィーク中のし

尿処理／ごみの分別の徹底をお願いします／ク
ルちゃんのつぶやき

23 �守山警察署／安全・安心メール／相談コーナー
2４-26 �おしらせ
27 �街かどフラッシュニュース／双眼鏡／人口
28 �街かどフラッシュニュース
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