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守山グラウンド・ゴルフ交流大会 参加者募集
時�11月25日(金)①午前8時～、②午後1時～　所�川田グラウンド・ゴルフ場　￥�1,000円
申�申込書に記入のうえ、参加費を添えて、10月20日(木)午後1時30分～2時30分にエルセンター�1階�ミー
ティング室(1、2)で申し込み。申込書は市民体育館、各地区会館、下記に設置。

他�チームは自治会内で編成してください。①、②は運営がふり分けるため、選択はできません。

スポーツ協会からのお知らせ

MSK

問 〒524-0051　三宅町100番地　守山市民体育館内　守山市スポーツ協会事務局
　 ・ （583）3113　 jimukyoku@sports-moriyama.jp　月・火・木曜日と祝日の翌日を除く　午前9時

～午後5時　※事務局に職員不在の場合があります。電話でご確認く　ださい。

令和5年度 教育職（任期付き職員）を募集

担当課 職種・業務内容 資格・経験の要件 人数 募集期間・電話

学校教育課 小学1～３年生の学級担任および校務担
当業務

小学校教諭免許
（令和5年3月31日までに取得
見込み含む）

8人
程度

10月17日（月）～11月15日（火）
�・有（582）1141

申�志願書および受験票、小学校教諭免許状の写しまたは取得見込書、返信用封筒1通を提出。募集要
項・出願書類は学校教育課で配布または市ホームページからダウンロード可。

●親子の森づく　り教室
・  ドングリ拾いと円盤クラフトづく　り
　時�11月12日(土)午前９時～正午
　￥�200円
・  小枝やドングリでキーホルダーをつく　ろう
　12月24日(土)午前９時～正午
　￥�200円
・  森の間伐体験とシイタケの菌打ち体験
　時�令和5年1月28日(土)午前９時～正午
　￥�2,000円
　他�シイタケほだ木を1組1本持ち帰り
いずれも
対�5歳以上の親子　定5組
申�開講日の1週間前までに申込用紙を提出。
申込用紙は下記で配布

所�・問�びわこ地球市民の森
　　　森づく　りセンター
　　　 （585）6333

● 手しごと教室 ふろしき・ストールな
どでアレンジを楽しみましょう

時�11月13日(日)午前10時～11時30分

対�18歳以上の人　定�10人　￥�200円
持�風呂敷(大きさ自由)・ストール・タオル
(ない人も参加できます)
申�10月31日(月)までに電話で下記へ申し
込み

所 ・問 大庄屋諏訪家屋敷
　　　 （516）8160

講習・講座
● 中級英会話講座
時・�連�11月10日～12月15日の毎週木曜日

午前10時～11時30分(全6回)
いずれも
所�市民交流センター
講�高

たか

橋
はし

�カーリーさん
　(オーストラリア出身)
対�旅行で使う程度の英会話が可能な人(中
学校卒業程度の英語を理解している人)

定14人
￥�一般5,000円、会員4,000円

他�授業は基本英語で行います
申�11月4日(金)までに電話またはメールで
下記へ申し込み

問守山市国際交流協会
　 ・ （583）4653
　 �info@mkokusai.org

スポーツ振興課からお知らせ

びわ湖マラソン2023 ボランティア募集中
　びわ湖マラソンでは大会を支えるボランティアを募集しています。記念すべき第1回大会に、ぜひあなた
の力をお貸しください。詳しくは、大会ホームページをご覧ください。
時�令和5年3月12日(日)　内�会場(周辺)誘導、コース整理、給水・給食、救護�など
コース　皇子山陸上競技場(スタート)→近江大橋→草津市・守山市湖岸道路→烏丸半島(フィニッシュ)
定�3,000人程度
申�11月30日(水)までに大会ホームページの申し込みフォームまたは、郵送(消印有効)で下記へ申
し込み。

問�びわ湖マラソン大会実行委員会事務局（県文化スポーツ部スポーツ課内）
　〒520－8577 大津市京町四丁目1－1　 （528）3364

お詫びと訂正
　前号12頁の「マイナンバーカードの
休日及び時間延長交付」において、令和
5年1月の休日交付日を「1月14日(土)、
22日(日)、2９日(日)」と表記しました
が、正しくは「1月15日(日)、21日(土)、
2９日(日)」です。
　お詫びして訂正いたします。
問�市民課　 ・有（582）1122
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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



表彰
●防災功労表彰
　7月31日に発生した火災現場で、近所に
住む女性から情報を得て駆け付け、耳の不
自由な高齢男性を背負って安全な場所に避
難させた迅速な救助活動を讃えて、市内在
住の長

は

谷
せ

川
がわ

�健
けん

治
じ

さん
に、北消防署長より防
災功労表彰(感謝状)
が贈呈されました。
������

行政インフォメーション
●市営住宅の入居者募集予定
　対象団地など詳しくは、次号に掲載します。
用紙配布・受け付け期間
11月上旬
入居予定　令和5年3月上旬
問�建築課
　 （582）1139　 （582）3284

●国際成人力調査（PIAAC）を実施
　国際成人力調査は、成人が日常生活や職
場で必要とされる総合的な力をどの程度
持っているかを調べる、経済協力開発機構
(OECD)が進める国際比較調査です。
時�令和5年3月まで
対�無作為に抽出された16～65歳の人
調査方法　委託会社である㈱日経リサーチ

の調査員から連絡を入れたうえで、調査実
施の日時を調整します。調査は対象者の希
望に応じて在宅または近所の会場で調査員
と1対1で実施します。調査員は必ず身分証
を提示します。
問�文部科学省�国立教育政策研究所
　 03（6733）6833

イベント
●草

く　 さ

笛
ぶ え

 由
ゆ

美
み

子
こ

 作品展示販売会
時�10月27日(木)～11月5日(土)
　午前10時～午後4時
所・問 守山宿・町家“うの家”
　　　 （583）2366

● 中山道守山宿歴史文化保存会　歴史
探訪ウォーク～鳥居本宿から醒井宿～

時�11月3日(木・祝)
　午前8時45分～午後5時
　※��小雨決行、荒天中止
集合場所　JR守山駅
内�鳥居本宿から醒井宿(約10km)を徒歩で
散策　定�15人

￥�3,000円(交通費、保険代、拝観料、資料代)
持�昼食、飲み物、雨具
他�散策路にコンビニや自動販売機はありません
申�10月25日(火)までに参加費を添えて下
記へ申し込み

問�守山宿・町家“うの家”
　 （583）2366

●ろっ骨体操（カキラ）一日体験
時�11月5日(土)午後2時30分～3時30分
所�美崎公園
持�飲み物、敷きタオルまたはマット
他�・申込不要
　・�令和4年度�市民提案型まちづくり支援
事業の採択事業です

問�自主教室 健康体操コスモス（永尾）
　 （585）4714

●矢島歴史の会のイベント
・近江国天保一揆映画会
　時�11月5日(土)午後1時30分～4時
　所�市立図書館
　内�・映画上映�天保義民伝「土に生きる」
　　・��歴史講和「天保義民に想う」
　定�60人
・  近江国天保一揆 ゆかりの地
　旧矢島村庄屋 見学会（資料展示）
　時�11月1９日(土)午前10時～午後3時、
11月20日(日)午前10時～午後2時

　所�矢島町林家庄屋
　他�20日午後2時30分から、矢島自治会館
で講演会を開催

いずれも
他・申込不要
　・�令和4年度�市民提案型まちづくり支援
事業の採択事業です

問 矢島歴史の会（八幡）
　 090（3487）1730
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●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。

　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。


