
イベントイベント
● ひきこもり状態にある人や
　家族のための一斉電話相談
　ひきこもりでお悩みの人や、その家族に
向けて、電話相談を実施します。お気軽に
お電話ください。
時2月17日（木）、18日（金）
　午前9時～午後6時
問�守山市社会福祉協議会
　☎・有（583）2923

●第20回記念�定期演奏会
時�2月20日（日）午後1時～
　（開場：午後0時15分）
所�市民ホール�大ホール
￥�1,000円（未就学児無料）
他チケットは下記へ問い合わせ
問�守山音楽連盟（中谷）
　☎080（5345）4086

●エンジョイ！パラスポーツin守山
　参加募集

無料
時�2月20日（日）午後1時30分～4
時30分
　（受付：午後1時）

・１部　パラアスリートトークショー
　ゲスト　�パラアスリート〔井
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選手（視
覚障害者マラソン）〕
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さん（守山市障害者ス
ポーツ協会�会長）

　他�申込不要
・2部　パラスポーツ体験
　内ボッチャ・スローイングビンゴ体験
　定�先着50人　持�上靴、タオル、飲み物
　申�下記へ申し込み
いずれも
所 もりやまエコパーク交流拠点施設
問守山市障害者スポーツ協会（西村）
　☎090（8987）8856
　  unispo.m@gmail.com

●チャレスポ！

無料
時�2月23日（水・祝）午後1時～4時
所�県立障害者福祉センター（草津
市）

内�車いすバスケットボールの体験、パラ
リンピック報告会

対�県内在住の人　他�申込不要
問�滋賀県立障害者福祉センター
　☎（564）7327

●第18回�守山支部写真展

無料
時�2月26日（土）～3月3日（木）
所�市立図書館�多目的室
内�支部会員の1年間の思いを風景
写真・心象写真などとした展示

問�全日写連守山支部（鵜飼）
　☎（583）8484

●電話・Zoomによる無料法律相談会

無料
時�3月5日（土）午後1時～4時
　（1枠30分）
内�弁護士による法律相談

定�先着30人
申�事前に下記へ申し込み
問�滋賀弁護士会
　☎（522）2013

●第3回�ひきこもり支援を考える
　フォーラム開催

無料
　ひきこもりに対する正しい理解
を深め、当事者やその家族に対し
ての関わり方などについて学びま

せんか。
時�3月5日（土）午後1時30分～3時45分
所�市民ホール�小ホール
内演題「今、家族にできること」
講�団

だん

�士
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さん
定先着150人
申�2月18日（金）までにファクスかメールで
下記へ申し込み

問守山市社会福祉協議会
　☎・有（583）2923　5（582）1615
　  fukushi@moriyama-shakyo.or.jp

募集募集
●広報もりやまの設置場所を
　募集します
　広報もりやまは、各地区会館、市立図書
館、市内セブン-イレブンなど市内各地に設
置しています。設置可能な場合は、下記へ
ご連絡ください。設置場所に
ついて詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
問秘書広報室
　☎（582）1164

●令和4年度�県政モニターを
　募集します
　県政モニターは、県政への理解を深め、
インターネットを通じてアンケートに答え
る活動です。日ごろの生活
の中で気づいたことや、県
政に対する思いをお聴かせ
ください。
　応募資格など詳しくは、
県ホームページをご覧ください。
定 300人（定数を超えた場合、性別・地域・
年齢などのバランスを考慮して抽選）

申 2月10日（木）午後5時までにしがネット
受付サービスから申し込み

問滋賀県広報課
　☎（528）3046

●テクノカレッジ受講生募集（4月）

無料
・米原　�ものづくり加工科、木造

建築科、生産CDA科
・草津　�ものづくり金属科、服飾

デザイン科、住環境施工
科

いずれも
対�ハローワーク（公共職業安定所）に求職申
し込みをしている人

定�各10～20人
申�2月10日（木）までに、最寄りのハロー
ワーク（公共職業安定所）へ申し込み

他�事前説明会〔米原：2月16日（水）、草津：
2月15日（火）〕・選考日（個人面接）あり。
テキスト、作業服代など別途要。詳しく
は、県ホームページをご覧ください

問�テクノカレッジ米原
　☎0749（52）5300
　テクノカレッジ草津
　☎（564）3296

しがネット受付
サービス

ホームページ

ホームページ
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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



　

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。なお、寄
贈などの写真撮影時はマスクを外して行う場合があります。

も
く
じ

２  市長メッセージ／人口が8万5,000人に到達
３  新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)のお

知らせ／令和3年度 市政報告会／市民参加と協
働のまちづくりフォーラムおよびまちづくりリー
ダー研修会

４  吉野 彰さんによる特別記念講演会を開催します
／玉津公民館講座  琵琶湖パールでアクセサリー
作り／赤野井湾・小津袋クリーン大作戦

５  下之郷史跡公園「弥生人養成講座」弥生のかかし
人形づくり／昔の農具展＆諏訪家文化サロン／
第31回 ふれあいもりやま展／健康のび体操体
験会の参加者募集

６・７  守山てんこもり
８-11  税の申告が始まります／都市計画の縦覧を行って

います／第4回 守山市都市計画審議会 傍聴者募
集

1２   公民館自主教室の受付開始／守山市消防団 守山
サンレディース分団(M S L分団)団員募集／図書
館協議会委員を募集／ファミリー・サポート・セン
ターまかせて会議に参加してみませんか

1３  子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済み
ですか／「もりやまこども未来商品券」の有効期

限は2月28日(月)まで／国の教育ローン／児童
クラブ室(学童)の職員募集

 1４  北部地域の図書機能整備のため速野会館・公民
館・支所が仮事務所へ移転します／戦没者などの
ご遺族の皆さまへ 第11回 特別弔慰金の請求は
お済みですか／マイナンバーカード申請の出張受
付を行います／新・クルちゃんのつぶやき

1５  4月に小学1年生になる人へ 子ども医療費助成
の申請をしてください／守山市国民健康保険に加
入している人の人間ドック・脳ドック検診費用助成
の 申 請( 事 後 申 請 制 )を 受 け 付 け て い ます
／2月4日(金)～10日(木)は「滋賀県がんと向き
合う週間」／風しんの抗体検査・予防接種のクー
ポン券の使用期限が近づいています

1６  ちゃいるど広場
1７  図書館／駅前総合案内所／空間放射線量／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  令和4年度 会計年度任用職員を募集
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

行政インフォメーション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。
・�県立総合病院
時2月8日（火）午後1時30分～4時
・�平和堂　守山店
時2月12日（土）午前10時～11時30分、
　午後1時～4時
・�モリーブ
時2月19日（土）午前10時～11時30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
　☎・有（581）0201

イベントイベント
●チャレンジスポーツ「護身術」

無料
時�2月11日（金・祝）
　午後6時～7時30分
所�エルセンター

対�市内在住の小学生以上
申下記へ申し込み
問�守山スポーツ拳法スポーツ少年団（川上）
☎090（8267）8626

●カイゴとフクシ就職フェアinしが
　県内最大級の就職フェアです。
時�2月12日（土）、26日（土）
　午前10時～（受付：午前9時30分～）、
　午後1時30分～（受付：午後1時～）

所�大津合同庁舎（大津市松本一丁目2-1）
申�事前に下記へ申し込み
問�滋賀県介護福祉人材センター
　☎（567）3925

●春を彩るひな人形といけ花
時�2月16日（水）～3月11日（金）
　（火曜日、祝日の翌日は休館）
所�大庄屋諏訪家屋敷
内�ひな人形、竹灯籠、木目込み人形や生け
花の展示

他�入館料要
問�大庄屋諏訪家屋敷
　☎（516）8160

おしらせは２1頁に続きます➡

「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）　200,000円です。
（たて257mm×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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