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　姉妹都市米国ワシントン州プルマン市を訪問する中学生親善訪
問団員を募集します。
　生の英語に触れ、外国家庭での文化や生活を体験することで、
豊かな国際感覚を育むことができます。また、派遣前に 7 回程度、
ALT による英会話レッスンを受けることができます（無料）。
　加西市は、平成元年にプルマン市と姉妹都市提携を締結して以
来、加西市からは中高生を交えた訪問団を 16 回派遣し、プルマ
ン市からも 12 回の訪問があり、交流を深めてきました。

　

外国での生活を体験。豊かな国際感覚を 問合先／秘書課☎42-8701　fax43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

リンカーン中学校にて記念撮影（前回訪問時）

●中学生親善訪問団員を募集
訪問期間　平成 31 年 3 月 25 日（月）～ 4 月 3 日（水）
※航空機などの事情により変更になる場合があります。
訪問地　米国ワシントン州のプルマン市、シアトル市、
ロサンゼルス市
対象　心身ともに健康で長期の団体生活に適応でき、積
極的な学習意欲のある市内在住の中学校 2・3 年生
費用　自己負担額 15 万円程度（旅費・宿泊費・その他
公的な経費約 30 万円の半額が人材育成基金から助成さ
れる予定です。パスポート取得費用等は含みません）
募集人数　8 人

申込　所定の申込書に必要事項を記入し、「参加したい
理由と抱負」をテーマにした作文（800 字以上 1200
字以内）と共に提出してください。
募集期間　9 月 30 日（日）まで
選考会　10 月 20 日（土）
※決定者には、説明会や事前研修、帰国後報告会に参加
していただきます。
実施・申込先　〒 675-2312　加西市北条町北条 28-1
アスティアかさい 2 階　NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 33-9455（月・金・祝は定休日）
nehime@kasai-kokusai.info

　特定基本健診は、身体測定
や血液・尿検査などを行うこ
とで、生活習慣病の危険性を
知ることができます。

　メタボリックシンドロームを早期に発見し、
生活習慣病を防ぎましょう。健診は、町ぐるみ
健診または医療機関で受診することができま
す。年に一度は受診し健康状態を確認しましょ
う。がん検診等と一緒に受診することもできま
す（別途料金必要）。

　また、特定健診未受診の方を対象に、戸別訪
問・電話・文書により、受診勧奨を行っていま
す。ご理解とご協力をお願いします。

あさじ医院 ☎ 44-0225 西村医院 ☎ 49-0001

安積医院 ☎ 46-0361 堀井内科医院 ☎ 49-0150

大杉内科医院 ☎ 47-0023 まえだ内科神経内科クリニック ☎ 45-2050

小野寺医院 ☎ 48-3737 みのりクリニック ☎ 49-8470

おりた外科胃腸科医院 ☎ 42-6000 安田内科循環器内科クリニック☎ 43-7931

佐竹医院 ☎ 42-4057 横田内科医院 ☎ 42-5715

市立加西病院 ☎ 42-2200

●実施医療機関（直接医療機関へ電話予約）

生活習慣病を防ぎましょう 問合先／国保医療課☎42-8721　fax42-1792
　　　　kokuho@city.kasai.lg.jp

●町ぐるみ健診（時間は 8:30 ～ 11:45）
日程　9/8（土）、19（水）、20（木）、21（金）、10/31（水）、
11/1（木）、2（金）、12/16（日）
場所　JA 兵庫みらい本店（農協会館）
申込方法　3 月に配布の申込書を健康課（健康福祉会館内）へ郵
送または持参。国保医療課窓口での申し込みも可能です。申込書
がない方は窓口でお渡しします。

●対象　40 ～ 74 歳の国民健康保険に加入の
方や 75 歳以上（後期高齢）の方
※加入保険に関係なく 20 ～ 39 歳の方も、町
ぐるみ健診で受診することができます。 ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者に、人間ドックの受

診費用の一部を助成しています。詳しくはお問い合わせください。
●料金　無料
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加西で働こう！ 第23回合同就職面接相談会 問合先／加西市雇用開発福祉協議会
　　　　（加西商工会議所内）☎42-0416

　加西市には、高度な技
術力でグローバルに活躍
するモノづくり企業や商
業・サービス業等、国内
外の産業振興に大きく貢
献する企業が多数ありま
す。このような市内企業の
人事採用担当者と面談ができる合同就職面接相談会を開催
します。事前申込や参加費は不要。
●日時　 8/17（金）13:30 ～ 15:30 （受付 13:00 ～）
●場所　アスティアかさい 3 階地域交流センター
●参加予定企業　平成 30 年 6 月 27 日現在

●対象　一般求職者（既卒者、中途採用等）
　　　　新卒予定者（大学、短大、高専、専門学校を
　　　　平成 31 年 3 月卒業予定）
※ U ターンや移住希望者など、ぜひご参加ください。
※最新情報は加西商工会議所ＨＰでご確認ください。

働きたいけど、就職活動の仕方がわからない、自分に
自信がない方、一度自分を見つめなおしてみませんか？
日時　8/20（月）10:00 ～ 12:00
場所　アスティアかさい 3 階集会室
講師　山脇洋子さん（あかし若者サポートステーション）
受講料　無料（先着 20 人）
申込先　加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

～就職支援セミナー～自分に合う仕事って何だろう？
目標と具体的な応募先を考える

浜本保険㈱　菅野包装資材㈱　小田鉄工㈱　伊丹産業㈱
㈱千石　日本磁性材工業㈱　㈱ＨＥＲ　マルユー包装㈱
㈱東洋金属熱錬工業所　㈱協和製作所　是常精工㈱
㈱コタニ　㈱谷口金属熱処理工業所兵庫工場　植田石油㈱
三和マーク工業㈱　㈱ナカハラ　加西商工会議所

農業委員・農地利用最適化推進委員が決定 問合先／農業委員会事務局☎42-8782
fax42-8732　nogyo@city.kasai.lg.jp

農地利用最適化推進委員 農業委員
担当地区 氏　　名 住　　所 氏　　名 住　　所
北条区域 植田　孝 北条町小谷 水田　加代子 北条町横尾

富田区域 籘原　励 谷町
職務代理  

後籘　義彦
窪田町

賀茂北区域 中川　國男 山下町
藤井　正 西剣坂町

賀茂南区域 長井　繁明 東長町
下里北区域 岩﨑　五郎 中西町

竹内　百合子 坂本町
下里南区域 梅野　豊秋 坂本町
九会区域 中井　一視 網引町 岡本　忠義 中野町

富合東区域 藤田　孝一 青野原町
会長

吉田　一男
常吉町

富合西区域 石原　修臣 朝妻町 西脇　稔晃 玉野町
日吉区域 松尾　認 河内町

中塚　良行 池上町
西在田区域 小池　良信 下万願寺町
宇仁区域 内橋　義葊 田谷町

塚本　竹士 国正町在田南区域 頃安　一吉 中富町
在田北区域 髙見　正明 広原町

農業委員会等に関する法律の改正により、農地利用最適化推進委員が新設され、地域農業
のさらなる発展を目指し、新しい体制による農業委員会がスタートしました。

●あなたのまちの農業委員・農地利用最適化推進委員

※任期は平成 33 年 6 月 1 日まで

企業ごとに個別面談


