
行政インフォメーション行政インフォメーション
●12月3日（金）～9日（木）は
　「障害者週間」です
　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
　滋賀県身体障害者福祉協会
　☎（565）4832

●野洲川の伐採木の利用者を募集します

無料
　河道内樹木伐採工事で発生する
伐木材の利用を希望
する人を募集します。

詳しくは、琵琶湖河川事務所の
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
　伐採木無料配布担当　☎（546）0879

イベントイベント
●第32回 守山市美術作家協会展 開催

無料
時�12月5日（日）～11日（土）午前
10時～午後４時〔初日午後1時か
ら。7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
6分野の作品展

問�守山市美術作家協会（松原）
　☎・5（583）6818

●いきいきサロン
時�12月8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
内�絵手紙の年賀状作り
定�先着10人　￥�３00円
持�細筆、筆を拭くタオル
申�12月7日（火）までに下記へ申し込み
問�守山市シルバー人材センター
　☎（514）8831

● スポーツ鬼ごっこ交流会
　～大人げない大人 vs めげない子ども～
時�12月12日（日）午後1時３0分～４時３0分
（受付：午後1時15分～）
所�市民体育館�多目的アリーナ
定�先着３0人程度　
￥�500円／人（1家族1,000円）
申�事前にメールで下記へ申し込み
問�鬼ごっこサークル湖鬼（吉池）
　☎090（1714）8094
　 �spooni.kooni@gmail.com

●出張おしごと説明会の開催
・     吉身会館
時�12月15日（水）午前10時～
対�市内在住の60歳以上の人
・     速野会館
時�令和４年1月12日（水）午前10時～
対�市内在住の60歳以上の人
・     うの家
時�令和４年2月9日（水）午後1時～
対�市内在住の60歳以上の女性
他�ハートのコースター作成のプチ教室を同
時開催

問守山市シルバー人材センター
　☎（514）8831

●うの家でクリスマスワークショップ

無料
時�12月17日（金）、18日（土）午前10時
～、午前11時３0分～、午後1時～、
午後2時３0分～（各1時間程度）

所�うの家
内�紙コップでツリーに飾るベル作り＆サン
タさんへのクリスマスカード作り

対�小学生以下　定�各回先着３人
申�事前に下記へ申し込み
他�新型ウイルス感染症拡大防止のため、付
き添いは1人まで

問�守山宿・町家“うの家”　☎（583）2366

●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18日（土）午前9時３0分～正午

所�美崎公園�湖岸側駐車場�入口付近
内�双眼鏡の使い方や野鳥観察の基本を学ん
で、身近な鳥を観察しよう

講�野鳥の会�会員
対�幼児（保護者同伴要）～大人　定�先着15人
￥�100円（保険料含む）　※中学生以下無料
申�事前に下記へ申し込み
他�降水確率60％以上で中止
問美崎公園（火曜日休館）　☎（585）4280

●ガーデニング講座

無料
時�12月18日（土）午前10時～正午
所�駅前コミュニティホール（セルバ３階）
内�駅前のガーデニングのルーツを
わかりやすく伝授

講髙
たか

田
だ

�昇
のぼる

さん（立命館大学�名誉教授）
他�申込不要
問�緑創会 事務局（駅前総合案内所）
 　☎（514）3765

そのほかそのほか
● J Ｒ守山駅に「みどりの券売機プラス」

を導入しました
　JR守山駅では、11月27日にみどりの窓
口を廃止し、「みどりの券売機プラス」を導入
しました。
　「みどりの券売機プラス」は、乗車券類が購
入でき、オペレーターを呼び出しての購入も
可能です。なお、JR守山駅で
は引き続き係員が改札業務や
車いす対応などを行っていま
す。詳しくは、JR西日本のホー
ムページをご覧ください。
他�みどりの券売機プラスの営業時間は、午
前5時３0分～午後11時

問�JＲ西日本京都支社

ホームページ

年末年始における飲酒の注意点
問�すこやか生活課　☎・有（581）0201　5（581）1628
　精神保健福祉センター　☎・有（567）5010

　これからの時期は、クリスマスやお正月などにより、
飲酒の機会が増えます。新型コロナウイルス感染症の影
響により、「外での飲み会が少なくなり、飲酒量が減っ
た」という人がいる反面、「自宅での晩酌など『宅飲み』で
飲酒量が増えた」という人も多いのではないでしょうか。
　宅飲みでは「気兼ねなく飲める」「飲酒量がわかりにく
い」「外で飲酒するより安い」などの理由から、お酒の量
が増えがちですので、飲みすぎないように自己管理が大
切です。宅飲み時は、右記の5点に注意しましょう。
�また、「飲酒量の自己管理ができない」、「家族の飲酒で
心配なことがある」ときは、上記へご相談ください。

①飲み終える時間を最初に決めておく
②先におつまみを用意し、早めに食べる

（空腹状態で飲まない）
③  飲む量を決めておく
④買い置きしない
⑤ 意識して水やノンアルコール飲料を飲む

宅飲み時の注意点

ホームページ

お詫びと訂正
　前号16頁の10月28日のイベントで
「消防博士」と記載しておりましたが、正
しくは「防災博士」です。お詫びして訂正
いたします。
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も
く
じ

２ �市長メッセージ/獲れたて鮮度抜群！今浜港湾で
湖魚の直売会を開催します

３ 新型コロナワクチン接種のお知らせ
４ アートと希望溢れる展覧会～Moriyama若手芸

術家の作品展～/消費生活学習会�くらし講座/
「魔法の美術館Ⅲ」開催/「歩

ぽ

っ歩
ぽ

の会」参加者募
集中

５ 市立図書館の学習コーナーが予約できるように
なります/年末年始のごみ・し尿処理/10月1日
から、ごみの分別が変わっています

６・７ �守山てんこもり
８ �守山市事業継続支援金を給付します/空き家等活

用推進補助金/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

９ �就学援助費の入学前支給の申請受付を開始/守

山市子ども善行表彰
10 �上下水道事業の財政事情
11 �固定資産税の届け出・申告をお願いします/12

月は県内共通「ストップ滞納！！強化月間」です/ふ
るさと納税と市民税控除額の推移について

1２ �ちゃいるど広場
1３ �図書館/駅前総合案内所/空間放射線量/水質
1４ �BUNTAI情報/スポーツ協会
1５ �守山警察署/安全・安心メール/相談コーナー
1６ �らぶりつ/マイナンバーカード申請の出張受付を

行います/第73回�人権週間
1７・1８ �Information/年末年始における飲酒の注意点
1９ 街かどフラッシュニュース/双眼鏡/人口
２0 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。

　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。

協定締結協定締結
●連携協定を締結
　11月18日、本市と株式会社ロゴスコーポ
レーションとの間で、連携協定を締結しまし
た。今後、アウトドア・自然体験を活

い

かした
地方創⽣への取り組みに、ロゴスコーポレー
ションのノウハウを活用することで、地域振
興の発展につなげられるよう活動していき
ます。

任命任命
●「もーりー守山ふるさと大使」に任命
　11月6日、迫

さ こ

田
だ

 さおりさんに、令和７年

に滋賀県で開催予定の国民スポーツ大会に
おいて、本市が高校女子バレーボールの開催
地となることを踏まえて、スポーツの分野で
ご協力いただくため、「もーりー守山ふるさ
と大使」に就任いただきました。

行政インフォメーション行政インフォメーション
●宝くじコミュニティ助成事業で
　自治会備品を購入
　一般財団法人自治総
合センターが実施する
宝くじの社会貢献広報
事業「コミュニティ助
成事業」を活用し、焰魔
堂自治会が子ども神

み

輿
こ し

を購入され、今後、コミュニティ活動に活
かされます。
問 市民協働課
　☎・有（582）１１４8
　5（583）39１１

●献血のお知らせ
　400㎖献血にご協力をお願いします。
・�����市役所
時12月3日（金）午前9時30分～11時30分、
　午後1時～4時
・�����丸善守山
時12月4日（土）午前9時30分～11時30分、
　午後1時～4時
・�����市民病院
時12月13日（月）午後1時30分～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

おしらせは17頁に続きます➡

2021.12.1   No.1325　広報もりやま 18


