ま だ ま だ 間 に 合 う！！

期間中参加店舗にてお買い物（お店によっ
ては来店のみで可）
をされたお客様に専用
シールを1枚プレゼント。 シールの枚数に
よって、豪華景品をGET!!

モリンピック

銀座商店街・ほたる通り商店街・
中央商店街

お店めぐりラリー

スタンプラリー台紙の地図に載っ
ている店舗

各参加店舗・あまが池プラザ・
うの家・守山市駅前総合案内所
にて配布開始中

シール配布は12月20日（日）14：30終了

●スーパーほこ天商店街

コンプリート賞
守山の
特産品

円相当
プレゼント

もりやまいち
豪華ガラガラ抽選会

2回

ゴールド賞
守山の
特産品

もりやまいち
豪華ガラガラ抽選会

郡上おどり（郡上踊り保存会）

地域の特産品、雑貨、
食品・ガーデニングな
どの露店が並ぶ1日限
定の開催です。

1回

守山の
特産品

●ファミリーレストランの漫才
にぎわい広場

東門院

●ガラガラ抽選会
●お店屋さん体験（寄せ植・湖魚）
●草笛由美子作品展示・パフォーマンス（うの家）
●ハンドメイドマルシェ
（東門院）
●ワークショップ（門前茶屋かたたや）

●なかよしマルシェ

練り切り体験 【講師】古武家 千絢 〈2〜3個 1,000円〉
かわいいアレンジしめ縄・コケ玉正月アレンジ
【講師】pink prin 高畠陽子 〈しめ縄 2,000円（コケ玉は満席になりました）〉
アイシングクッキー（クリスマスリース作り）
【講師】HONEY〜icing cookies 中林彩 〈クッキー 1枚500円〉

にぎわい広場

アジアにも名を轟か
せ た 民 謡とどじょう
すくい踊り。三味線、
唄、銭太鼓でコミカ
ル に 舞 う。ア ラ ー
エッサッサー。

● スポーツトレーナーによるボディケア

緑地公園
駅前ロータリー傍らの
緑地公園にて、滋賀を
代 表 するアーティスト
による音楽ライブを開
催。
【出演者】
15：30〜

〜Lefa 〜

16：15〜

佐合井マリ子

17：00〜

ダブディフォー

17：45〜

まつうらようこ

Body care Ko.
アスレティックトレーナーによる根本改善メソッド!
身体の不調や悩みがある、もっとスポーツが
うまくなりたい!などご相談ください。

●真庭市場（野菜販売）
●クラフトビールガーデン

信 心 深 い 田 舎 者 が 御 堂に安 置 する
仏像を作ってもらおうと仏師を尋ね
て 都 へ 出 ま す。仏 師と嘘 を つ い た
スッパ（詐欺師）が、仏になりすまし
金を取ろうとするストーリー。

●フラワーワークショップ
『ゆらゆら正月飾り』

ミニしめ縄や緑のコケ、みかんスライスを
金ワイヤーでガーランド
ゆらゆら正月飾り

●フラダンス（園庭）

ほたるフリーマーケット

Hula&Tahitian AKANE Studio

●キッズ新幹線（園庭）
●ドローン体験（園庭）当日整理券配布
●立命館守山高校
吹奏楽全体演奏（小学校内）
●立命館守山高校
バトントワリング部（園庭）

天満宮

※その他、かたたやでランチを
食べられた方に和ハーブティサービス

地域住民に愛されてきた
「ほたるフリマ」が１０年ぶ
りに１日限定復活します！

・県道（セルバ守山北側）20ブース
・チカ守山（セルバ守山地下１階）15ブース

第42回バトントワーリング関西大会 金賞受賞
第48回バトントワーリング全国大会 推薦出場

イメージ▶

各 エリ ア で
楽しめる！

商店街結婚式

謎解き商店街

愛される商店街になるために、コロナ禍で結婚式が出来なかった新婚さんを祝う。
事前公募で選ばれた1組の守山在住のカップルを商店街を舞台に店主たちが手作りでお祝します。
11：00〜12：30

中山道

14：00〜14：30

き」
を今年も商店街で。３商店街

に散らばる謎をすべて解いたら

協力：梶原酒店（中央商店街）

景品プレゼント!

守山駅緑地公園

●駅前バージンロード withもーりー
●お祝いのファンファーレ演奏 by立命館守山高校吹奏楽部
●お祝い手作りブーケ 協力：いろは花店（ほたる通り商店街）
●商店街作成ウェディングツリー結婚証明書にサイン
14：30〜

子どもも大人も楽しめる
「謎解

門前茶屋かたたや前〜天満宮

●和装でそぞろ歩き・お披露目・鏡開き

15：30〜は守山小学校内で全体演奏

ほたるコンサート

（パーソナルトレーナー北川）

狂言「仏師」（伊文字会）

＜要事前予約＞
QRコードよりお申込み▶

もりやまいち中央エリアの各地に分かれて
13：45〜ミニ演奏

参加はコチラ▶

（守山産もち麦ビール披露販売会）

『和ハーブトマト塩づくり』や和ハーブティの試飲等
定員：15名
参加費：1,600円

第26回日本管合奏コンテスト全国大会優秀賞

〈ライトアップスポット〉
守山市駅前総合案内所・あまが池プラザ・東門院・天満宮・
ほたる通りほたる地蔵付近

Turu no Omotenashi ・・・チョコがけポテト・牛タンシチュー・ワイン
キタダレコード・・・・・・・・・・・・・・・みかん販売
うどん宮川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おでん
SHINES NAIL・・・・・・・・・・・・・・・スーパーボールすくいetc
もんじろう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当日公表
Idyllic・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・唐揚げ・ミネストローネ・ワッフルetc

●和ハーブワークショップ

立命館守山高校吹奏楽部

5つのスポットをまわりスタンプを集めたら
豪華ガラガラ抽選会に参加できるよ！
！

●銀座オープンテラス

安来節 （どじょうすくい）

東門院

医 療 従 事 者 等 の 方 々へ
感 謝とエ ールの 気 持ちを届 ける

円相当
プレゼント

受講予約受付中!! InstagramからDM▶ shinesnail0306@gmail.com
077-581-1116（SHINES NAIL）

国 指 定 重 要 無 形 民 俗 文 化 財に指
定され、日本３大盆踊りの 一つと
言われます。
約２ヶ月、およそ３０万人を超える
踊り子の熱気に町が包まれます。

三味線・太鼓が花を添えます。
みなさまもご一緒に

守山の
特産品

景品のお渡し、ガラガラ抽選会は12月20日（日）
もりやまいち本部にてお渡しいたします。

東門院

にぎわい広場周辺

まちなかブルーライトアップ
スマホ ＤＥ 回遊スタンプラリー

ブロンズ賞

円相当
プレゼント

にぎわい広場

●復活 守山音頭

参加費：1,000円

円相当
プレゼント

シルバー賞

あまが池親水緑地

衣装、着付け、
メイク、お色直し
協力：La reine by HASE（銀座商店街）

●ウェディングケーキファーストバイト 協力：Idyllic（銀座商店街）
●サプライズイベント 協力：Studio THINK（銀座商店街）
●新郎新婦による餅とお菓子まき 協力：田中弥（銀座商店街）、三谷商店（ほたる通り商店街）

ちんどん屋
こうあん一座
中山道、銀座商店街、駅前
イベント会場を練り歩きます

紙芝居

受付

チカ守山
（セルバ守山地下１階）

びわこマジック

おしゃれな紙芝居

（ほたるエリア／セルバ北側）

（中央エリア／うの家前）

（中央エリア／うの家前）

うたう紙芝居

（ほたるエリア／セルバ北側）

（銀座エリア／あまが池親水公園）
〈各15分〉

