
行政
●社協ほっと♡ホット福祉大賞
　写真・川柳募集
対�市内在住、在勤、在学の人
申�７月10日（水）までに下記へ
他�募集要項など詳しくはホーム
ページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください

問�守山市社会福祉協議会
　☎（583）2923

●野洲川河川愛護モニターを募集
　河川の利用、整備、環境などに関する地
域の要望を把握し、地域との連携をさらに
進めるため、河川愛護モニターを公募しま
す。
対�河川愛護に関心があり、活動力のある満
２0歳以上で野洲川からおおむね２km以
内に住む人

任期　７月～令和２年6月まで
募集人員　若干人
申�6月11日（火）までに下記へ
※�応募要項など、詳しくはホー
ムページをご覧ください

問�琵琶湖河川事務所
　管理課　河川愛護モニター担当
　☎（546）0879

イベント
●父の日にオリジナルうちわを作ろう

時�6月10日（月）～16日（日）
　午前10時～午後4時
所�うの家回廊

問�守山宿・町家“うの家”
　☎（583）2366

●特別講演会
　「人生100年時代を生きる」

時�6月16日（日）午後３時～4時
所�琵琶湖マリオットホテル
講�佐

さ

々
さ

木
き

�光
こう

澄
ちょう

さん（延暦寺一山・五
智院住職）

申�6月10日（月）までに電話、ファクスまた
は郵送で下記へ

問�〒524―0214　立田町1231―4
　NPO法人ゆうらいふ事務局
　☎（585）3472
　5（585）4070

●シルバー人材センター開催イベント
①障子の張り替え技術講習

時�6月1８日（火）午前９時～午後4時
所�守山市シルバー人材センター
定�先着1２人

持�筆記用具、飲み物、昼食
申�6月1３日（木）までに下記へ
②いきいきサロン
　「健康教室、骨密度測定」
時�6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
定�先着15人
￥�３00円
申�6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

●大人の可愛いクラフトバッグ講座
時�6月２0日（木）午後1時～4時３0分
所�あまが池プラザ
内�キットを使ってバッグを編みましょう
講�高

たか

岡
おか

�栄
え

美
み

子
こ

さん
定�10人
￥�２,000円（材料費含む）
持�洗濯ばさみ２0個、はさみ、木工のり、も
のさし

申�6月1９日（水）までに下記へ
問�あまが池プラザ
　☎（514）2505

●第15回済生会がんセンター公開講座
時�6月２２日（土）午後２時～4時
所�済生会滋賀県病院5階�なでしこ
ホール（栗東市）

内�医師の講演（演題「泌尿器科領域のロボッ
ト支援手術」、「腹腔鏡からロボットへ～
直腸がん手術～」）と実際に手術で使用す
るロボットを用いたデモンストレー
ション

他申込不要
問�済生会滋賀県病院
　☎（552）1221

●子どもオカリナ作りと絵付け体験
時�6月３0日（日）
　①午前10時～午後1時
　②午後1時３0分～4時３0分
所�野洲市立図書館本館�工房室（野洲市）
内�白い粘土からオカリナ作り
対�小中学生
定�各回先着6人
￥�500円（材料費含む）
申�電話で下記へ
他�７月1３日（土）午前10時～午後4時３0分
に随時絵付け

問�ふれあいエコーズ　安藤
　☎（583）1093

●滋賀男声合唱団第15回定期演奏会
時�７月6日（土）午後1時３0分～
所�びわ湖ホール�大ホール（大津市）
曲目　�「柳河風俗詩」、「終わりのない歌」、

「てんこもり」、「レ・ミゼラブル」
￥�1,500円
問�剣持
　☎090（4648）2899

講習・講座
●守山会 会員募集
　陶芸活動の自主教室サークルです。一緒
に陶芸を楽しみませんか。
時�毎月第1週木・金曜日（月２回）
￥�5,000円／年（別途材料費など要）
　※詳しくは見学時に説明
申�電話で下記へ
他�随時見学を受け付け
問�石田
　☎090（1153）0304

●コーラス陽だまりメンバー募集
　コーラスでアンチ・エイジングしません
か。皆で美しいハーモニーを作りましょう。
時�毎週木曜日午前９時45分～11時45分
所�小津公民館
対�女性
￥�２,000円／月
問�今井
　☎090（7497）0663

●フラダンス会員募集
　アロハな心でフラダンスを楽しみましょ
う。
時�月３回木曜日
　午後1時３0分～３時、午後6時３0分～８時
所�あまが池プラザ
￥�1,２50円／回（チケット制ほか）
他�体験会あり（500円／回）※1回のみ
問�甲斐
　☎080（5631）0118

ホームページ

ホームページ

無料 無料

無料

無料
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寄贈
●楽器を寄贈
　5月２0日、守山ロータリークラブ（会長�
中
なか

西
にし

�壮
そう

一
いち

郎
ろう

）さまから市立中学校に対し、
楽器（50万円相当）を寄贈していただきま
した。
　寄贈いただいた楽器は、中学校の吹奏楽
部で大切に使用させていただきます。

行政
●献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力をお願いします。
・ピエリ守山
　6月1日（土）
　午前10時～11時45分、午後1時～4時

・平和堂守山店
　6月９日（日）
　午前10時～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

●農政課からお知らせ
　守山わくわくマルシェ定期開催
　地産地消の環境こだわり農産
物や湖魚の佃煮などの加工品を
販売しています。詳しくは
Facebookをご覧ください。
時�毎月11日午前10時～午後３時
　（荒天時中止）
所�ライズヴィル都賀山�1階テラス
問�ライズヴィル都賀山
　☎（583）7181

●湖南広域消防局職員募集
・試験区分 上級職
　採用予定者数　6人
対�平成6年4月２日～平成10年4月1日生ま
れの日本国籍を有し、地方公務員法の欠

格事項に該当しない人
申�6月10日（月）～７月4日（木）に受験願書
を提出。郵送の場合は最終日必着

他�受験願書の入手方法など、詳し
くはホームページをご覧いた
だくか、下記までお問い合わせ
ください。

問�湖南広域行政組合　総務課人事係
　☎（551）2727

●県レイカディア大学第42期生を募集
時10月～令和３年９月
　（月5～6日程度登校）
申�6月３日（月）～８月5日（月）に下記へ
他�詳しくは募集要項をご覧ください。募集
要項は長寿政策課、健康福祉政
策課および守山市社会福祉協
議会に設置。または「びわこシ
ニアネット」からダウンロード。

問�滋賀県社会福祉協議会
　滋賀県レイカディア大学草津校
　☎（567）3901

おしらせは21頁に続きます➡
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2  市長メッセージ／野洲川放水路通水４0周年を迎
えます

３  はなしのタネ
4  下之郷遺跡GO Kids／蚕の里親募集
5  郷土守山に学ぶ研修講座／あすの守山塾開催／

市民提案型まちづくり支援事業公開プレゼン
テーション／守山行ってみたいすごろくが完成
／民俗資料収蔵庫開設／健康のび体操体験会

6・７  守山てんこもり
8  パソコン講習／基礎研修(地域型保育事業)受講

者募集／家族介護者教室
9  水道週間／排水ポンプを使って浸水被害を軽減

10  もーりーカーの制度改正／赤野井湾再生プロ
ジェクト／クルちゃんのつぶやき

11  経済センサス-基礎調査／子メーターの有効期間
を確認してください／市営住宅入居者募集／地

区計画案の公告・縦覧／三世代同居推進事業補
助金

12  食育月間
1３  熱中症にご注意／がん検診クーポン／胃がん集

団検診／「ゆカード」
14  広報もりやまを各地に設置
15  育英奨学生追加募集／児童手当・特例給付現況

届は６月中に提出を
16 ちゃいるど広場
1７ 図書館／駅前総合案内所／放射線量／水質
18 BUNTAI情報／スポーツ協会
19 守山警察署／安全・安心メール／相談コーナー
20 ルシオール アートキッズフェスティバル

21・22 Infoｒmation
2３ 街かどフラッシュニュース／双眼鏡／人口
24 街かどフラッシュニュース

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。

Facebook

ホームページ

びわこ
シニアネット

近江守山ライオンズクラブの献血活動
３３年連続で献血100万mlを達成

　５月２日、年間目標の献血100万mlを３３年連続で達成しまし
た。これからも皆さまの献血へのご協力をお願いいたします。
問い合わせ　近江守山ライオンズクラブ　☎（582）3594
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