
ご意見をお寄せいただきありがとうございました
～意見公募手続制度～

市場に行こう！市場で市

　彦根総合地方卸売市場を市民に開

放します。みなさん、ぜひお越しく

ださい。

日時　４月５日㈰　8：00～ 13：00

場所　彦根総合地方卸売市場（安食中

町）

内容　マグロの解体ショー、地場野

菜、菓子、加工食品、茶、肉、鮮

魚などの販売、模擬店

問い合わせ先　彦根総合地方卸売市

場㈱ 25-2518、FAX28-1718
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　今年こそ、“脱”肥満を目指しているあなた、「ひこね元

気計画21」のダイエットモニターになって、夢を実現しま

しょう。〈対象〉おおむね30歳～65歳までの男性のうち、

肥満度を表すBMI指数【体重（㎏）÷身長（m）÷身長

（m）】が「25」以上で、次の条件に該当する人　 肥満を

改善したいと思っている　 社員食堂なども含めて、外食

やコンビニエンスストアの弁当を週３回以上食べている　

今まで食事のカロリーを意識したことがない　 「ひこね

元気計画21」の情報誌やホームページで、モニター期間中

の体重の変化などについて情報提供が可能（匿名も可）  〈取り

組む内容〉４月下旬から約５か月間、外食や、コンビニエン

スストアの弁当を食べるときには、栄養成分表示を確認し、

適正エネルギーに応じた、バランスの取れた食事を摂って

いただきます。食事内容の確認や、アドバイスはパソコン

や携帯電話などのメールを使って行います。〈募集人数〉５

人程度　〈申込期限〉４月６日㈪ 〈申込方法〉電話で「ひこ

ね元気計画21」実行委員会事務局（

健康管理課内）まで申し込んでくだ

さい。　〈その他〉モニター開始日と

終了日に面接を行います。減量した

人には、減量分と同じ重さのお米を

敢闘賞として差し上げます。 〈申込・

問い合わせ先〉同事務局 24-0816、

FAX24-5870

〈趣旨・内容〉彦根市国際協会では、毎年韓国春川市の皆さん

との交流を行っています。このツアーでは、ほかでは味わ

えない、現地の人々の温かい歓迎と交流が待っています。

毎年盛大に行われる国際パントマイムフェスティバルの鑑

賞や、ソウル市内での観光を予定しています。〈日程〉５月

29日㈮～同31日㈰　〈参加資格〉彦根市内に在住、または在

勤の 18歳以上の人　※高校生は除く。また、70歳以上で

健康に不安のある人は、訪問に耐えうると判断できる医師

の診断書が必要です。　〈募集人数〉10人（先着順）〈参加負

担金〉56,000円程度（ただし、燃油サーチャージ、空港施

設使用料、空港までの交通費は別途必要です）〈申込期間〉

３月17日㈫～同31日㈫の、8：30～ 17：15（日・月曜日および

祝日を除く。また、定員になりしだい締め切ります。）〈申込・問い

合わせ先〉彦根市国際協会 22-1411（内線590）へ

子どもたちとかかわってくれる人を募集しています！

　非行などの問題を抱え、居場所を見失い、苦しんでいる中

から立ち直ろうと頑張っている子どもたちがいます。そん

な子どもたちに、教科の学習や職場体験の場の提供、絵画や

作品づくり、花や野菜づくり体験などのさまざまな支援活

動を通して、サポートしていただける人の応募をお待ちし

ています。〈問い合わせ先〉彦根市少年センター 24-9140

（FAX共用）

〈種目・開催日・場所・申込期限〉下の表のとおり　〈対象〉市

内に在住する13歳以上の人で、身体障害者手帳を持つ人、

療育手帳を持つかその取得に準ずる障害のある人　※一部

の競技には障害の種類によって参加できないものがありま

す。〈参加料〉無料。ただし、昼食代、交通費は実費負担の場

合があります。ボウリング競技の貸靴代は、実費負担にな

ります。〈申込・問い合わせ先〉 障害福祉課 27-9981、

FAX26-1767

視覚障害者センターでは、視覚に障害のある人に点字や

声で情報を伝える点訳ボランティア・音訳ボランティアの

養成講習会を開講します。それに先立って、ボランティア

活動の内容や講習会のスケジュールなどについての説明会

を開催します。点訳・音訳ボランティア養成講習会の受講

を希望する人は、必ず説明会に参加してください。〈日時〉

４月13日㈪、同14日㈫のどちらか（両日とも同じ内容）　午後１

時40分～同４時　〈申込期限〉４月10日㈮ 〈申込・問い合わ

せ先〉電話、ファクス、Ｅメールで、氏名、郵便番号、住

所、電話番号を書いて、 視覚障害者センター 22-7901、

FAX22-7890、Ｅメール：shice2@smile.ocn.ne.jpへ

〈内容〉生活習慣病を防ぎ、健康で、いきいきと生活していく

ために、塩分や脂肪分を減らした、身体に優しい料理を楽し

く学びます　〈日程〉４月11日、同25日、５月９日、同23日、６

月６日、同20日、７月４日の各土曜日（全７回）〈時間〉10：

00～ 12：00　〈場所〉男女共同参画センター「ウィズ」（平田

町）〈対象〉市内在住・在勤・在学の男性

　〈定員〉20人（先着順）〈受講料〉3,500

円　〈材料費〉4,900円　〈託児〉０歳～

就学前、要予約（１人１回200円）〈申込

期限〉３月16日㈪～４月４日㈯　〈申込・

問い合わせ先〉男女共同参画センターウ

ィズ 24-3529（FAX共用）へ  

 

　「ひこね元気計画21」“男のダイエット”モニター
 

　滋賀県障害者スポーツ大会出場選手

 

　韓国・春川市ツアー

 

　男の生き方セミナー「男の料理教室」

 

　あすくる彦根支援サポーター

彦根市子ども読書活動
推進計画素案

意見の件数　２件

　案の修正を行うもの　　　０件

　案の修正を行わないもの　２件

問い合わせ先　 教育委員会

生涯学習課 24-7971、FAX     

23-9190

　彦根市立病院改革
　プラン素案

意見の件数　３件

　案の修正を行うもの　　　０件

　案の修正を行わないもの　３件

問い合わせ先　彦根市立病院

企 画 経 営 課 22-6050、

FAX26-0754

  ひこね食育推進計画 
  素案

意見の件数　２件

　案の修正を行うもの　　　０件

　案の修正を行わないもの　２件

問い合わせ先　 健康管理課

24-0816、FAX24-5870

 

　点訳・音訳ボランティア養成講習会説明会
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