
　これから市民活動を始めようと思っている人や、現在行っている人のための
市民活動手引書「もり・まっち」の2022年度版が完成しました。
　各種イベントやボランティア活動の日程、活動に使用できる施設情報や助成
金情報などたくさんの情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。
　市役所・各地区会館・図書館、すこやかセンターなどに設置しており、市ホー
ムページからもダウンロード可能です。
問�市民協働課　 （582）1149　 （583）4654
　市民交流センター　 （583）2975　 （583）4654

市民活動手引書－2022－「もり・まっち」発行

●�湖南広域行政組合
　入札参加資格審査の申請受け付け
　湖南広域行政組合が発注する一般（指名）
競争入札などの参加希望者は、業者登録を
してください。
登録対象業務
　�物品・役務の提供、ビルメンテナンス・
保安警備など、建設工事、コンサルタン
ト業務など
※���前回に登録し、継続する場合も申請が必
要です

申�12月15日（木）～令和5年2月10日（金）
に郵送で申請。申請書は12月1日（木）か
ら下記窓口で配布。または
ホームページからダウン
ロード可

問�〒520―3024
　栗東市小柿三丁目1―1
　湖南広域行政組合�総務課�財政管理係
　 （551）2727

●�甲賀・湖南圏域河川整備計画に関する
住民説明会

時12月11日（日）午後3時～
所�草津市立市民交流プラザ�大会議室
　（草津市野路一丁目15―5
　フェリエ南草津�5階）
問�南部土木事務所�河川砂防課
　 （567）5438

●�証明書などのコンビニ交付サービス
を一時停止します

　システムメンテナンスのため、下記日時
に一時停止します。ご不便をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
時�12月5日（月）午後5時～11時
問�・コンビニ交付全般について
　　市民課　 ・有（582）1122
　・税証明について
　　税務課　 ・有（582）1115

●草津税務署からのお知らせ
　国税庁ホームページでは確
定申告書の作成、e-Taxによ
る送信（申告）ができます。ま
た、マイナンバーカードを利

用したスマートフォンでの申告がより一層
便利です。
問�草津税務署　 （562）1315
　�（音声案内に従って「0」を選択）

●�令和6年4月から不動産の相続登記申
請が義務化されます

　相続によって不動産を取得した相続人は、
その取得を知った日から3年以内に相続登
記の申請をしなければならないこととされ
ました。正当な理由がないのに義務に違反
した場合、10万円以下の過料の適用対象
となります。
問大津地方法務局　 （522）4671

イベント
●第33回�守山市美術作家協会展

無料
時�12月4日（日）～10日（土）午前
10時～午後4時〔初日は午後1
時から。6日（火）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
作品展

問�守山市美術作家協会（松原）
　 （583）6818

●クラフト手芸
　「クリスマス飾りを作ろう」
時�12月7日（水）午後1時30分～3時30分
対�市内在住の人
定�10人
￥�500円（材料費含む）
持�はさみ、ボンド
申�前日までに下記へ申し込み
所・問�守山市シルバー人材センター
　　　 （514）8831

●第25回�看護学会

無料
時12月8日（木）
　午後1時45分～4時30分
�所滋賀県看護協会

　　　　　看護研修センター
　　　　　（草津市大路二丁目11―51）
内�基調講演・シンポジウムを通じて、コロ

ナの影響を受けても頑張った看護職の活
躍について県民と語り合う

定100人
問�滋賀県看護協会（西井）
　 （564）6468

●美崎公園のイベント
・�はじめてのバードウォッチング
　�in�みさき自然公園
時�12月11日（日）午前9時30分～正午　
　（受付：午前9時～）　※雨天中止
集合場所　美崎公園湖岸側駐車場�入口付近
講�森

もり

田
た

�尚
たかし

さん（日本野鳥の会滋賀）
定�15人
￥�200円（保険代。中学生以下は無料）
持�双眼鏡（無料貸し出しあり）
・竹細工づくり
時�12月17日（土）
　午前9時30分～11時30分
内�自然の竹で正月用のミニ門松を作ろう
対�年小～小学6年生とその保護者
定�10組　￥�1作品500円
いずれも
申�前日までに下記へ申し込み
所・問�美崎公園
　　　 （585）4280

●新春！ファミリーボッチャ大会
時�令和5年1月15日（日）　
　午前11時～午後4時30分
所�地域総合センター
対�親子か保護者同伴の2～6人のチーム
　（障害のある人は介助者と参加可）
￥300円/人（賞品・参加賞あり）
持�上履き
他�12月3日（土）、令和5年1月7日（土）に事
前練習会あり。詳しくは、ホームページ
をご覧ください

申�ホームページまたはメールで下記へ申し
込み。メールの場合はチーム名、メン
バー全員の名前、親子か保護
者同伴チームかを記入してく
ださい

問�滋賀ボッチャリーグ
　 090（1909）0648
　 �shiga@boccia-league.com

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

広報もりやま　2022.12.1   No.1349　17

時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）￥費用
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話



　

行政インフォメーション
●�節電・省エネにご協力をお願いします
　今冬の電力需給は、全国で瞬間的な需要
変動に対応するために必要とされる予備率
3％を確保しているものの、厳しい見通しで
す。このため政府は、令和5年3月31�
日（金）まで、冬の節電要請を発表していま
す。
　市民の皆さまには、エアコンや照明など、
無理のない範囲での節電、給湯器や自動車な
どの使用時の省エネにご協力をお願いしま
す。
　また、家庭で取り組むこと
のできる節電・省エネのメ
ニューを市ホームページに掲
載しています。
問環境政策課
　 （584）4691　 （584）4818

●�12月3日（土）～9日（金）は
　「障害者週間」
　障害のある人がさまざまな活動に積極的
に参加する意欲を高めるとともに、一人ひ
とりが障害者福祉について関心と理解を深
めるための期間です。期間中、市役所とす
こやかセンターに啓発の旗を掲げます。
問�障害福祉課　
　 （582）1168
　県身体障害者福祉協会　
　 （565）4832

●献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力をお願いします。
・�丸善守山店
　時12月3日（土）
　　午前10時～11時30分、
　　午後1時～4時
・�済生会守山市民病院
　時12月12日（月）午後2時～4時

問�近江守山ライオンズクラブ
　 （582）3594
　地域医療政策室
　 （598）1239

●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、企画政策課広報係　 （582）1164へお問い合わせください。
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　新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
イベントが中止される場合があります。イベント
が実施されるかどうかは、各イベントの主催者へ
お問い合わせください。なお、寄贈などの写真撮
影はマスクを外して行う場合があります。

ホームページ

お詫びと訂正
　11月1日号3頁「令和4年度�市政功労
者の表彰」において、社会功労者の近藤
菜月さんのふりがなを「こんどう�なつき」
さんと表記しましたが、正しくは
「こんどう�なづき」さんです。
　また、前号2頁「秋の叙勲受章者」の
名前を「新

しん

藤
どう

�信
のぶ

彦
ひこ

さん」と表記しまし
たが、正しくは「新道�信彦さん」です。
　お詫びして訂正します。
問�総務課
　 ・有（582）1111　
　 （582）0539

「いつでも」「どこでも」守山市の最新情報が
得られる公式SNSを４月から始めました。

　市政情報や緊急災
害情報、イベント情報
などさまざまな情報
を発信していますの
で、ぜひフォローして
ください。 Instagram

インスタグラム

moriyamatenkomori
Twitter
ツイッター

＠moriyamacity_pr

公式SNSあります
SNS
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