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市　制　施　行　50　周　年　記　念　事　　　業　・　冠　事　業　カ　レ　ン　ダ　ー
日時 事業名 開催場所・実施主体 問い合わせ先

４月

10日（土） さくらコンサート 場所：市民運動公園�護山しだれ桜周辺
主催：近江守山ライオンズクラブ

近江守山
ライオンズクラブ

11日（日）
第１回もりやま
ファーストコンサート
～宇野真以

ピアノリサイタル～

場所：市民ホール（小ホール）
主催：株式会社みらいもりやま2１、
　　　公益財団法人守山市文化体育振興事業団

公益財団法人
守山市文化体育振興
事業団

5月

22日（土） ごみゼロ（５30）大作戦 場所：第2なぎさ公園周辺一帯
主催：守山市ごみ・水環境問題市民会議、守山市

ごみ減量推進課
☎・有�（５84）46９2

23日（日）
～30日（日）

守山ほたる
パーク＆ウォーク

場所：ほたるの森資料館、ほたる飛翔河川�ほか
主催：守山ほたるパーク＆ウォーク実行委員会

環境政策課
☎（５84）46９１

30日（日）
ルシオール�
アート�キッズ
フェスティバル

場所：市民ホール�ほか
主催：守山市、守山市教育委員会

社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

6月
19日（土）
20日（日）
27日（日）

スポーツフェスティバル
もりやま202１

場所：�市民運動公園�スポーツ広場、市民球場、ソフト
ボール場

主催：�守山市、守山市教育委員会、守山市スポーツ協会
スポーツ振興課
☎�（５82）１１6９

7月

４日（日）
守山市文化協会�芸術祭
（１2月までに部門別に開
催予定）

場所：市民ホール
主催：守山市文化協会、守山市、守山市教育委員会

社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

10日（土）
第24回�中学生広場

「わたしの思い202１」
守山大会

場所：市民ホール（大ホール）
主催：�守山市青少年育成市民会議、近江守山ライオンズ

クラブ、守山市PTA連絡協議会中学校部会
社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

31日（土） もりやま夏まつり 場所：�守山駅西口広場～銀座通り～中山道（東門院付近）
主催：守山夏まつり実行委員会

商工観光課
☎・有�（５82）１１3１

31日（土）★
５0周年復活！総おどり

（みんなで踊ろう♪
守山音頭）

場所：守山駅西口広場または守山小学校グラウンド
主催：守山市制施行５0周年記念事業推進委員会

企画政策課
☎・有�（５82）１１62

８月

1日（日）★
市制施行５0周年記念式典
・午前：式典
・午後：記念講演など

場所：市民ホール（大ホール）
主催：�守山市、守山市制施行５0周年記念事業推進委員会

総務課
☎・有 �（５82）１１１１
企画政策課
☎・有 �（５82）１１62

6日（金） 平和を誓うつどい 場所：市民運動公園�平和の広場
主催：守山市

人権政策課
☎・有�（５82）１１１6

上旬 第38回�守山漁港まつり 場所：木浜漁港
主催：守山漁港まつり実行委員会

農政課
☎・有�（５82）１１30

21日（土） 第46回�守山市人権・同和
教育研究大会

場所：市民ホール�ほか
主催：�守山市、守山市教育委員会、滋賀県人権教育守山

研究会、守山市まちづくり人権教育推進協議会、
守山市企業内人権教育推進協議会

人権政策課
☎・有 �（５82）１１１6
学校教育課
☎・有 �（５82）１１4１

日時 事業名 開催場所・実施主体 問い合わせ先

８月 ８月下旬
～9月上旬

もりやまフルーツランド
感謝祭

場所：もりやまフルーツランド直売所
主催：もりやまフルーツランド出荷協議会

農政課
☎・有�（５82）１１30

9月 26日（日）★ 私たちが守山の未来を
つくる中高生サミット

場所：立命館守山中学校・高等学校（メディアホール）
主催：守山市制施行５0周年記念事業推進委員会

企画政策課
☎・有�（５82）１１62

10月

2日（土）
～10日（日）

第５2回�
守山市美術展覧会

場所：市民ホール（小ホール、展示室）
主催：守山市、守山市教育委員会

社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

2日（土）
～11月2８日（日）

埋蔵文化財センター
秋季特別展

場所：埋蔵文化財センター
主催：守山市教育委員会

文化財保護課
☎（５82）１１５6

2４日（日） 消防ふれあいフェスタ 場所：北消防署
主催：北消防署

危機管理課
☎�（５82）１１１９

30日（土）
～11月5日（金）

第５2回
守山市菊花展覧会

場所：市民ホール（中庭、ロﾋ ー゙ ほか）
主催：守山市、守山市教育委員会

社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

11月

7日（日） 守山市環境フェア 場所：もりやまエコパーク�環境センター・交流拠点施設
主催：守山市

環境センター
☎・有�（５8５）3728
環境政策課
☎�（５84）46９１

13日（土） 湖底ごみ除去活動・清掃
活動

場所：赤野井湾
主催：赤野井湾再生プロジェクト

環境政策課
☎�（５84）46９１

1４日（日）★ びわ湖吹奏楽フェスタ 場所：市民ホール�ほか
主催：守山市制施行５0周年記念事業推進委員会

企画政策課
☎・有�（５82）１１62

中旬 湖岸清掃運動 場所：木浜湖岸周辺、赤野井湖岸周辺
主催：守山市

環境政策課
☎�（５84）46９１

中旬 下之郷遺跡まつり 場所：下之郷史跡公園
主催：下之郷遺跡まつり実行委員会

文化財保護課
☎�（５82）１１５6

23日（火・祝） （仮称）地域福祉フォーラ
ム

場所：市民ホール
主催：守山市、守山市社会福祉協議会

健康福祉政策課
☎・有�（５82）１１23

23日（火・祝） 第8回
もりやまふれあいフェア

場所：市民体育館
主催：守山市、もりやまふれあいフェア実行委員会

障害福祉課
☎�（５82）１１68

12月
上旬

第５2回
ほたるのまち守山
ハーフマラソン

場所：�SGホールディングスグループ守山陸上競技場、
守山市内

主催：�守山市、守山市教育委員会、守山市スポーツ協会
スポーツ振興課
☎�（５82）１１6９

下旬 もりやまいち 場所：中山道守山宿周辺
主催：もりやまいち実行委員会 守山商工会議所

令和
４年
1月

9日（日） 守山市消防出初式
場所：市民ホール（大ホール）
主催：�守山市、守山市自治連合会、滋賀県消防協会湖南

広域支部
危機管理課
☎�（５82）１１１９

10日（月・祝）
第５2回
守山市成人式祝賀
駅伝大会

場所：市民運動公園内および周辺
主催：�守山市、守山市教育委員会、公益財団法人守山市

文化体育振興事業団、守山市スホ ー゚ツ協会
スポーツ振興課
☎�（５82）１１6９

2月 5日（土）
6日（日） 公民館自主教室のつどい 場所：市民ホール（展示室、小ホール�ほか）

主催：守山市、守山市教育委員会
社会教育・文化振興課
☎・有�（５82）１１42

3月 6日（日） 第3９回�野洲川健康
ファミリーマラソン大会

場所：�野洲川歴史公園サッｶー場周辺
主催：守山市、守山市教育委員会

スポーツ振興課
☎�（５82）１１6９

※現時点で予定しているイベントであり、今後、上記以外の冠事業については、決定し次第、市ホームページなどでお知らせします。

★印は50周年記念事業

新型コロナに負けない!50周年

市制施行50周年を記念 してさまざまな事業を実施します
多くの皆さまとともに50周年を笑顔で喜び合えるよう、新型コロナウイルス感染症の拡大防 止対策を十分に講じた上で、以下のとおり、さまざまな事業を予定しています。
市制施行50周年記念事業には、50周年を祝って特別に企画した記念事業と、イベントなどの 名称に「市制施行50周年記念」の冠を付け、広く市民の皆さまに祝いを発信する冠事業があります。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止または延期する可能性が あります。あらかじめご了承ください。

問�企画政策課　☎・有 �（582）1162　5（582）0539
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