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●河川環境美化活動の際のお願い
　ごみが下流に流れるのを防止するため市
内各地の河川に設置されているスクリーン
に、河川清掃や除草時の刈り草などで、ご
み詰まりが発生しています。
　ごみの回収などは自治会の負担になるた
め、河川美化活動などを行うときは刈り草
などが流れないように、ご協力をお願いし
ます。
問�土木管理課　☎・有（582）1134

●特定計量器（小型はかり）の定期検査
　計量法に基づき、商店や工場などで取引
または証明に特定計量器を使用する人は、
2年に1度、法で定める定期検査を受けるこ
とが義務づけられています。下記日程で、
滋賀県計量検定所による定期検
査を実施しますので、対象者は
受検してください。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
時�9月1日（火）午前10時～午後3時30分
所�市役所�大ホール
￥�計量器の能力に応じて異なります
他�定期検査を受検したことがない計量器の
検査は、7月17日（金）までに下記へ連絡
してください。

問�商工観光課　☎・有（582）1131

● 7月は「なくそう就職差別 企業内公正
採用・人権啓発推進月間」です
　人権・同和問題の解決に向けて、人権尊
重を基本とした企業活動を推進しましょう。
★�差別のない公正な採用選考を行ってくださ
い。
★�企業内の人権研修を積極的に実施してくださ
い。
問�商工観光課　☎・有（582）1131

●7月1日（水）～7日（火）は
　全国安全週間です
　全国安全週間は、労働災害防止活動を推
進し、安全意識の高揚と安全活動の定着に
取り組む週間です。
　「エイジフレンドリー職場へ！�みんなで
改善�リスクの低減」をスローガンに、さら
なる労働災害の減少を目指しましょう。
問�滋賀労働局労働基準部健康安全課
　☎（522）6650

イベント
●美崎公園で遊ぼう
時�・内�
①小川や池のプランクトン観察
　7月21日（火）午前10時～11時15分、
　午後2時～午後3時15分
②池や林の生物を見つけよう（ザリガニつり）
　7月22日（水）午前9時30分～11時
③輪ゴムてっぽうを作ろう
　7月28日（火）午前10時～11時30分
④森の万華鏡づくり
　7月31日（金）、8月17日（月）
　午前10時～11時30分
⑤竹の水鉄砲づくり
　8月3日（月）、19日（水）
　午前10時～11時30分、
　午後2時～3時30分
⑥ヨシの紙すき
　8月5日（水）、7日（金）、28日（金）
　午前10時～11時30分
対�①小学生以上の人（3年生以上が望ましい）
　②～⑥幼児（保護者同伴）～大人
定�①各5組、②30組、③～⑤各20組
　⑥各15組
￥�①無料、②・③100円、④300円
　⑤・⑥150円
申�各開催3日前までに下記へ
問�美崎公園　☎（585）4280

講習・講座
●旅する初級中国語講座
時�7月31日～9月11日
　毎週金曜日午後1時30分～3時
　※�8月14日（金）は休講
所�吉身会館
内�基礎的な内容から、旅行体験ができるよ
うな簡単な会話の練習をします

講�劉
りゅう

�穎
えい

さん
定先着14人（最少催行人数6人）
￥�5,000円（会員は4,000円）
申�7月22日（水）までに下記へ
他受講中はマスクを着用してください
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

●ガーデニングスタッフ技能講習

無料
時�7月21日（火）、8月19日（水）、
　9月15日（火）、10月20日（火）、
　11月10日（火）、12月22日（火）

　午前10時30分～午後3時30分（全6日間）
所�エイスクエアSARA北館（草津市）
内�寄せ植えや種まきを体験しながら園芸を学ぶ
対�県内在住で、令和2年度内に満60歳以上になる人
定�26人
申�7月10日（金）までに指定の用紙をファク
スか郵送で下記へ

他�7月14日（火）に面談あり。面談時はマス
クを着用してください

問 滋賀県シルバー人材センター連合会
　☎（525）4128　5（527）9490

募集
●「赤い羽根チャレンジ事業」
　応募団体を募集
　市内で社会福祉事業や更生保護事業など
社会福祉を目的に活動する団体で、地域生
活課題を解決するための地域福祉活動に関
する取り組みなどを支援します。応募方法
など詳しくは、ホームページをご覧いただ
くか下記へお問い合わせください。
助成額
　テーマ設定型：20万円
　自由テーマ型：10万円
申�7月31日（金）までに下記へ
問�守山市共同募金委員会
　（守山市社会福祉協議会）　☎（583）2923

●県営住宅入居者募集
入居予定　9月下旬
申�申込書に記入し、7月16日（木）～27日（月）に
郵送または直接、県営住宅管理センターへ

他�7月9日（木）～建築課、県住宅課で募集案
内を配布

問�県営住宅管理センター　☎（510）1500

●守山市日本画教室新入生募集
　美しい日本画を一緒に描きませんか。未
経験者歓迎、随時見学可です。
時�土曜日午後1時～5時、年間30回（月2～3回）
所�市民ホール2階�学習室
￥�20,000円／年（会場代、展示代、講師代）
問�石川　☎090（7360）8917

ホームページ

ホームページ

イベント中止のお知らせ
　広報4月1日号3頁に掲載した「守山市消防団
消防操法訓練披露会」は、
新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中
止になりました。
問�危機管理課
　☎（582）1119　5（583）5066

広告

「広報もりやま」の広告募集

申込方法など詳しくは、秘書広報室まで
☎（582）1164　5（583）5066

広告料は１枠　25,000円です。
（たて50mm×よこ84mm）
１頁（全面）　150,000円です。
（たて250mm×よこ180mm）

「広報もりやま」は、毎月1日、15日に発行。新聞折込
で市内全域に配達しています。また市内の主要な公共
施設にも設置しています。
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2-５  市制施行50周年記念特集
６  市制施行50周年記念誌を発刊しました／パブリッ

クコメントの実施と市民説明会を開催します
７  もりやま花だより／佐川美術館特別企画展と「守山

市民の日」／下之郷遺跡キッズクラブ「GO Kids」
8・9 守山てんこもり
10  守山市美術展覧会 作品募集／明るい選挙推進啓

発用作品の募集／ワールドマスターズゲームズ
2021関西・守山会場　ボランティア募集

11  健康のび体操教室参加者募集／健康推進員養成講
座受講生を募集／市消費生活学習会くらし講座／

「うちエコ診断」の受診者を募集／保育人材バンク
に登録しませんか／赤野井湾探検会

12・13 令和2年6月定例月会議提案理由概要
14・1５  もりやまの家計簿／通学区域の一部変更措置を廃

止します
1６  マイナンバーカードを作りましょう／環境学習都市

宣言記念公園交流拠点施設の指定管理者を募集／
クルちゃんのつぶやき

1７  GPS購入費用を補助します／アイロン名札を無料
配布しています／食中毒にご用心／避難時に知っ
ておくべき5つのポイント

18  後期高齢者医療制度のお知らせ／新しい国民健康
保険被保険者証（兼高齢受給者証）を郵送します／
国民年金保険料の免除・猶予の申請

19  市の情報公開および個人情報保護制度の運用状
況

20  ちゃいるど広場／「もりやまこども未来商品券」の
発送を開始します

21  図書館／駅前総合案内所／放射線量／水質
22  BUNTAI情報／スポーツ協会
23  守山警察署／安全・安心メール／相談コーナー
24 「守山市暮らしの便利帳」を発行します／職員募集

／自衛官の募集
2５・2６Ｉnformation／市内事業者がつくる「新型コロナ

ウイルス感染症対策製品」の特別展示会
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

寄贈
●絵画を寄贈
　6月12日、市内在住の画家、勝

かつ

島
しま

�玄
げん

宥
ゆう

さ
まから、洋画作品15点を寄贈いただきまし
た。市役所や市民ホールのほか、小津会館
など勝島さまのゆかりの場所に展示します。

報告
●草津税務署長からの感謝状贈呈を報告
　税に関する啓発活動の推進や税を考える
週間、確定申告期における国税に関する広

報活動に多大な貢献をされたとして、守山
市有線放送農業協同組合（堀

ほり

井
い

�隆
たか

彦
ひこ

代表理
事組合長）に草津税務署長から感謝状が贈
られ、6月11日に市長へ報告されました。

行政インフォメーション
●献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力をお願いします。
・滋賀県トラック協会
時�7月9日（木）午前9時30分～正午
・済生会守山市民病院

時�7月17日（金）午後2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　☎・有（581）0201

●第70回社会を明るくする運動
　～犯罪や非行を防止し、
　　立ち直りを支える地域のチカラ～
　「社会を明るくする運動」は、すべての国
民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をし
た人たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場において力を合わせて、安全で
安心な地域社会を築くための全国的な運動
です。
　市では、更生保護や福祉、教育など地域
で活動している団体で、「社会を明るくする
運動守山市推進委員会」を設置し、7月の強
調月間を中心に広報活動などを行います。
問�健康福祉政策課
　☎・有（582）1123

おしらせは25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。

市内事業者がつくる「新型コロナウイルス
感染症対策製品」の特別展示会

　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。

時日時�所場所�内内容�講講師�対対象�定定員�￥費用�持持ち物�申申込方法�他その他�問問い合わせ�有有線電話

　市内の事業者がつくるマスクやフェイスガード、防
護服、受付デスク用ガードボードなど、家庭や店舗、事
業所などで使える「新型コロナウイルス感染症対策製
品」を展示します。
時�7月9日（木）～19日（日）の市立図書館開館時間中
　（初日午後3時～、最終日午後5時まで）
所�市立図書館�こもれびギャラリー
問�商工観光課　
　☎・有（582）1131　5（582）1166
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