
イベントイベント
●無料法律相談所を開設

無料
時�５月６日（木）午前９時３０分～正
午、午後1時～４時

所�滋賀弁護士会館（大津市）
定�先着３３人　申�電話で下記へ申し込み
他�相談は1人３０分以内
問�滋賀弁護士会
　☎（522）3238

●刑事事件の被害者支援に関する
　相談窓口を開設

無料
時�５月６日（木）､ ７日（金）
　午前９時～午後４時
所�大津地方検察庁（大津市）

申�電話で下記へ申し込み
問�大津地方検察庁検察広報官
　☎（527）5144

●かんたんセルフトレーニング講座

無料
時�５月1３日（木）、２７日（木）、
６月1０日（木）、２４日（木）
　午後1時３０分～２時３０分

所�あまが池プラザ
内�トレーニングと高性能体組成計の解説
講�本

もと

村
むら

�優
ゆう

樹
き

さん（健康運動実践指導者）
対�２０歳以上の人（お子さま同伴可）
定�各日1５人
持�タオル、飲み物、動きやすい服装
申�下記へ申し込み
問�あまが池プラザ
　☎（514）2505

●埋蔵文化財センター�春季講演会

無料
時�５月1５日（土）午後２時～
所�埋蔵文化財センター�２階
内�講演「遺跡を育んだ琵琶湖、野洲
川の成り立ち」

講�小
こ

早
ばや

川
かわ

�隆
たかし

さん（多賀町立博物館�館長）
定�４０人　申�下記へ申し込み
問�埋蔵文化財センター
　☎・有（585）4397

●“うの家”主催イベント
①�ワークショップ「ガラスコースターを作

ろう」
時�５月1７日（月）午前1０時～正午
内�キラキラタイルを並べて、オリジナルの
コースターを作る

定�５人　
￥�1００円
持�手ふきタオル、汚れてもいい服装
②そば打ち体験教室
時�５月２４日（月）午前1０時～午後1時
内�４食分のそば打ち体験と打ちたてそばの
実食

対�２０歳以上の人（お子さま同伴不可）
定�1０人
￥�1,５００円（お菓子、コーヒー、お土産あり）
持�エプロン、三角巾、手ふきタオル
他�腕時計、マニキュア、指輪は不可
いずれも
所�うの家
申�電話で下記へ申し込み
問�守山宿・町家“うの家”
　☎（583）2366

講習・講座講習・講座
●守山こどもかるた教室
時�毎月1～２回、日曜日午前９時３０分～11
時３０分（全1２回）

所�あまが池プラザ
内�小倉百人一首（競技かるた）
定�先着３０人
￥�1,５００円／年
申�事前に電話で下記へ連絡のうえ、５月�
1６日（日）午前1０時～11時に、あまが池
プラザで申し込み

他�初心者歓迎
問�守山かるた会（竹山）
　☎090（6966）5881

●守山古文書講座
時�５月３1日（月）～令和４年1月1５日（土）
　午前1０時～正午（全1０回）
所市立図書館�多目的室
講�高

たか

木
ぎ

�叙
のぶ

子
こ

さん、松
まつ

下
した

�浩
ひろし

さん
定�先着３０人
￥�３,０００円／年（資料代含む。初回に支払
い）

申�５月２日（日）～２２日（土）の本の森開館時
間中に、電話で市立図書館へ申し込み

主催　守山古文書愛好会
問�市立図書館
　☎・有（583）1639

募集募集
●太極拳同好会の募集
時�毎週月曜日午後1時～３時
所�市民体育館�弓道場またはエルセンター
内�楊

よう

名
めい

時
じ

二十四式太極拳
￥�1,０００円／月
問�高宮
　☎（516）4524

●全国戦没者追悼式への参列者募集
時�8月1４日（土）～1５日（日）
所�日本武道館（東京都）
対�戦没者（一般戦災死没者を含む）の原則と
して配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫、
戦没者の子および兄弟姉妹の配偶者、甥
姪で県内在住の人

定�５０人
※�応募多数の場合は抽選し、結果を６月下
旬に通知

￥�５,０００円程度
※�介助者の参加費用（交通費、宿泊費など）
は自己負担

申�５月３1日（月）までに下記へ申し込み。詳
しくは、お問い合わせください

問�県健康福祉政策課�援護係
　☎（528）3514

問��守山市社会福祉協議会　☎・有 �（583）2923　5（582）1615
　守山市社会福祉協議会ではボランティアの協力を得て、日常生活の中でちょっとした困りごとのお手伝いをする
「生活支援活動」を行っています。
時�原則、平日午前8時～午後５時　※場合によっては土日祝も可
内�庭の除草作業、ごみ出し（不定期の大型ごみ）、通院や買い物の付き添い　など
対�市内在住で近隣住民などの協力が得られない、おおむね６５歳以上または障害のある人（障害者手帳不要）
￥�５００円／1時間　申事前に上記へ相談　他�付き添いは、送迎や介助行為などはできません。

生活支援ボランティアをご利用ください
暮らしの中でちょっと困っていることありませんか

お詫びと訂正
　前号３頁に掲載した守山市新型コロナ
ワクチン接種専用予約サイトのURLを、
「https://reserve-vac-c.jp/moriyama/
user/login」と記載すべきところ「https://
reserve-vac-c.jp/moriyama/userlogin」
と記載しました。また、前号1２頁に掲
載した発達支援課のFAX番号を「（５81）
1６２8」と記載すべきところ「（５8２）
11３8」と記載しました。お詫びして訂正
します。

ボランティア募集　「ちょっと助けてほしい」の声に、「私にできることなら」と、活動にご協力くださる人を募集して
います。興味・関心のある人は上記へご連絡ください。
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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。

寄贈寄贈
●体温計を寄贈
　４月1６日、近江守山ライオンズクラブ
（鵜

う

飼
かい

�重
しげ

樹
き

会長）さまから電子体温計8０本
を寄贈していただきました。
　新型コロ
ナワクチン
集団接種会
場で使用さ
せていただ
きます。

表彰表彰
●総務大臣から感謝状を贈呈
　平成９年４月から令和３年３月まで行政相
談委員を務められていた八

や

木
ぎ

�宏
ひろ

子
こ

さんに、
その功績をたたえ４月1３日、総務省滋賀行
政監視行政相
談センター所
長から総務大
臣の感謝状が
贈呈されまし
た。

協定締結協定締結
●包括連携協定を締結
　地域の発展および市民サービスを向上さ
せるため、４月1６日にコカ･コーラ�ボト
ラーズジャパン株式会社と包括連携協定を
締結しました。
　また、同日、清涼飲料水1,２００本を寄贈
いただき
ました。新
型コロナ
ワクチン
の集団接
種にかか
る医療従
事者へ配
布するなど活用させていただきます。

提案提案
●矢島町自治会が地区計画を提案
　矢島町自治会（宮

みや

嶋
じま

�國
くに

彦
ひこ

自治会長）が自
然環境と調和した良好な居住環境を守り、
地域コミュニティの維持改善をすることを
目的に地区計画（自治会案）を策定し、４月

1２日に市へ
提案されま
した。今後、
1年程度か
け、地区計
画決定に向
けて手続きなどを順次進めていきます。

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。
・モリーブ
時�５月４日（火・祝）午前1０時～11時３０分、
　午後1時～４時
・びわこ地球市民の森
時�５月1６日（日）午前９時３０～正午、
　午後1時～２時３０分
他�同日の「びわこ地球市民の森のつどい」の
開催状況によって中止の可能性あり。

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

2  市長メッセージ／自治会長名簿
3  危険業務従事者叙勲受章者／低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金／地
域のにぎわい創出を目的としたイベント事業を補
助します／「3密を避けた市内飲食店利用推進事
業」の助成期間を延長します

4・5  高齢者の新型コロナワクチン接種の予約を再開
します

6・7  守山てんこもり
8・9  5月12日は「民生委員・児童委員」の日
10  あすくる 守山野洲
11  社会教育委員を委嘱しました／こどもS O Sホー

ム
12  5月は赤十字運動月間です／はなしのタネ
13  風しんの抗体検査や予防接種の無料クーポンを

対象者に届けています／歯周病検診を受けましょ

う
14・15  安全安心はまず住まいの地震対策から／ブロック

塀などの撤去・軽量なフェンスの新設に補助金を
交付

16  ちゃいるど広場
17  図書館／駅前総合案内所／放射線量／水質
18  BUNTAI情報／認知症サポーター養成講座を開

催します
19  守山警察署／安全・安心メール／相談コーナー
20  もーりーの「子ども」の名前決定！／「交流・学習

コーナー」をぜひご利用ください／託児ボラン
ティア募集／会計年度任用職員（6月1日付け任
用）を募集  

21・22 Information／生活支援ボランティア
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

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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