
全国一斉緊急地震速報訓練
◆  １１月４日（金）１０：００ごろ
        　　防災行政無線より緊急地震速報が放送されます。

　　  　　訓練ですので、身を守る行動をお願いします。

　　 　  　　 ※気象・地震活動の状況によっては中止します。

◆ １１月２９日（火）11：００ごろに全国一斉伝達訓練を行います。

　 　　防災無線で伝達放送のみの訓練です。

　　 　❑お問い合わせ先　総務課　☏33-2111

平成２８年 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
ほっとママクラブ 文化の日 全国一斉緊急地震速報
(大正琴コンサート) 　　訓練  10:00

【保育所】10:00～11:30 歯っぴい☆健口教室
【和食ふれあいセンター】

10:30～11:30

小学校下校時避難訓練
15:30～　学校出発

日 月 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ

6 7 8 9 10 11 12
歯っぴー☆健口教室 歯っぴい☆健口教室 幼稚園 地域交流会（秋探し） 出張年金相談 歯っぴい☆健口教室 中学校文化発表会

【瓜生谷コミュニティーセンター】 【馬ノ上ふれあいセンター】 9:30～11:30 【予約制】 【ほっとハウス】 【中学校体育館】

13:00～14:00 10:00～11:00 （雨天の場合は10日に順延） 【保健センター】9:30～12:00 10:00～11:00 13:00～15:00

人権・行政相談
【村民会館】10:00～15:00

歯っぴい☆健口教室
【あったかふれあいセンター】

13:00～14:00

天ぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

13 14 15 16 17 18 19
振休（文化発表会） 芸西村交通安全の日 ロコトレ体操説明会 小学校道徳参観日

【中学校】 【ほっとハウス】
10:30～12:00

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

20 21 22 23 24 25 26
高知県民交通安全の日 心配ごと相談所 勤労感謝の日 ほっとママクラブ 献血【保健センター】

【村民会館】 (作ってみよう） 10:00～12:30/13:30～15:30

振休（道徳参観日） 10:00～12:00/13:00～15:00 【保育所】10:00～11:30

【小学校】 レクリエーション大会 レクリエーション大会

レクリエーション大会 【馬ノ上ふれあいセンター】 【琴ヶ浜ふれあいセンター】

【福祉館】 10:00～11:00 14:00～15:00

10:00～11:00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル ビン 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30
乳児健診【保健センター】

12:45～13:00　受付 　　国保税第5期

　　介護保険料第5期

全国一斉伝達訓練 後期高齢者医療保険料
　 　 11:00 第5期

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

木 金 土

1 2 3
ご当地ナンバー交付開始 レクリエーション大会

【総務課】8:30～ 【あったかふれあいセンター】

中学校避難訓練 13:30～14:30

14:00～　

レクリエーション大会
【ほっとハウス】10:30～11:30

イキイキ会憩いの夕べ
【村民会館】18:00～

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10
レクリエーション大会 持久走大会 マラソン大会 レクリエーション大会

【和食ふれあいセンター】 校区内各コース 【中学校】11:00～12:30 【長谷寄ふれあいセンター】
10:30～11:30 【小学校】9:30～11:00 （雨天の場合は12日に延期） 10:00～11:00

（雨天の場合は7日に順延）

天ぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

11 12 13 14 15 16 17
ほっとママクラブ 芸西村交通安全の日

【保育所】10:00～11:30

レクリエーション大会
 【瓜生谷コミュニティーセンター】

13:00～14:00

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

18 19 20 21 22 23 24
 高知県民交通安全の日 　あゆみ渡し 終業式【幼・小・中】 天皇誕生日

　【小学校】

　三者面談 　三者面談 歯っぴい☆健口教室
　【中学校】 　【中学校】 【福祉館】

13:00～14:0010:00～11:00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン

25 26 27 28 29 30 31
　　固定資産税第3期 心配ごと相談所 官庁仕事納め

　　国保税第6期 【村民会館】 ハツラツ栄養講座

　　介護保険料第６期 10:00～12:00/13:00～15:00 【あったかふれあいセンター】

後期高齢者医療保険料 10:00～12:30（食事付要予約）

第６期

図書館年末年始休館
文化資料館・筒井美術館

12月28日～１月４日まで

可燃ごみ・生ごみ 　紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ 年末特別収集　カン・乾電池 年末特別収集 可燃ごみ・生ごみ

芸西病院
33-3833

芸西病院
33-3833

津田クリニック
３4-1195

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

カシオワールドオープン【kochi黒潮カントリークラブ】 11/24～11/27

芸西村芸術祭

作品展覧会 12/9 ～ 12/11
【村民会館】9:00～16:30

農業用廃ビニール回収

【集出荷場】7:00～9:00

農業用廃ポリ回収

【集出荷場】8:00～10::00

12/30（金）本年最終収集日

来年は・・・
1月4日(水)可燃ごみ・生ごみ

・参観授業 12:30～13:15

・PTA文化的行事
13:30～15:00

芸西中吹奏楽部演奏
高知工科大学アカペラサークル

尾木医院
34-3155

森澤病院
34-1155

芸西オルソクリニック
33-3503

急病時の対応を相談するなら こうちこども救急ダイヤル＃８０００
または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。
●受付：365日 夜8時～深夜1時
お近くに受診できる医療機関がない場合は
高知県救急医療情報センター ０８８－８２５－１２９９
診療が必要と思われる場合は急患センターへ
高知市平日夜間小児急患センター ０８８－８７５－５７１９
高知市休日夜間急患センター ０８８－８７５－５７１９

★ふれあいセンター・ほっとハウス
12月29日～1月3日まで

★あったかふれあいセンター
12月29日～1月3日まで

休
館
日

森澤病院
34-1155

まつうら内科消化器科
35-8127

森澤病院
34-1155

年末年始の
全国交通安全運動

１２月６日(火)～

１月15日(日)

納期限

納期限

深谷内科
３３－2401

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

安芸クリニック
35-3575

生涯学習振興大会
ｳｷ

「ウキ有喜geiseiカレッジ」
【９:３０～ 村民会館等】

芸能発表会
【村民会館】 １８：００～

バザー・お楽しみ会
【幼稚園】１0：００～１３：００

中学校吹奏楽部
定期演奏会【中学校】

１３：３０開場１４：００～１６：００

みのりの王国
芸西フェスタ
【憩ケ丘運動公園】
１０:００～ １５:００

●申込・お問い合わせ
地域包括支援センター

☎３３－２２４５

火災予防運動週間
11/9（水）～11/15（火）
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11月24日（木）から11月27日（日）にかけて黒潮カントリークラブで

開催される、カシオワールドオープンゴルフの観戦招待券（１枚）を

抽選で50名様に贈呈します。

ご希望の方は、次の要領でお申込みください。

平成28年11月3日（木）

午後6時～ 村民会館ホール芸能発表会
作品展覧会平成28年12月9日（金）～12月11日（日）

午前9時～午後4時30分 村民会館

下記の条件をすべて満たす方に貸与しています。

ご希望の方は期限までに仮申請書をご提出ください。

❏貸与条件
①引き続き1年以上芸西村にお住まいの方のお子さん

②勉学意欲がある学生で経済的理由により就学が困難な方

③税金等の滞納がない世帯であること（給食費等を含む）

④世帯の所得が一定基準以下であること

（詳細については、担当までお問い合せください）

❏貸付額
①高等学校等 （月額2万円以内）

②大学等 県内（月額3万円以内）

③大学等 県外（月額4万円以内）

❏提出書類
「芸西村奨学資金貸与仮申請書」及び添付書類一式

※芸西村教育委員会にあります

❏提出期限

平成28年12月16日（金）

平成29年度

芸西村奨学資金貸与について

❑お問合せ先／芸西村教育委員会 ☏33-2400

✜申込対象者

芸西村に住所を有する方で中学生以上の年齢の方

✜申 込 方 法

申込用紙に次の事項をご記入のうえ、役場企画振興課にご持参ください。

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢
（申込用紙は芸西村役場にあります。官製はがきに必要事項を記入して

郵送によるご応募も受け付けますので、その場合は「カシオワールドオー

プン招待券申込」とご記入ください。）

✜申 込 枚 数

お申し込み枚数は、お一人様１枚とさせていただきます。
✜申 込 先

〒781-5792  芸西村和食甲１２６２番地 芸西村役場 企画振興課

✜受 付 期 間

平成28年10月31日（月）～平成28年11月14日（月） 平日のみ

※申し込みが50名を超える場合は抽選とします。

この場合、招待券の発送をもって贈呈者の発表とさせていただきます。

❑お問合せ先／ 企画振興課 担当：井上 ☏33-2114

司法書士・社会福祉士による

「高齢者・障害者のための成年後見相談会」開催
１１月２７日（日）、高知県司法書士会（会長 黒石栄一）及び（公社）成年

後見センター・リーガルサポート高知（支部長 大谷浩之）及び（一社）高知

県社会福祉士会（会長 徳弘博国）では、下記のとおり、成年後見に関する

無料相談を開催します。

我が国においては高齢者人口の割合が急速に増加しつつあるなかで、

判断能力の衰えた高齢者を狙った悪質な商法や詐欺商法は一向に減少

する気配がありません。また、高齢者や障害がある方に対する虐待事例

も増加傾向にあります。成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害

等により判断能力が不十分な方々が、財産侵害を受けたり、人間として

の尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で保護 ・

支援する身近なしくみです。

この相談会では、ご本人はもちろん、ご親族や養護者の方々の不安や

ご相談にお応えします。

◆日時 ： １１月２７日（日） １０：００～１５：００ ◆相談料 ： 無料

◆場所 ： 高知県司法書士会会館 仮事務所（高知市越前町1丁目6番32号）

◆電話及び面談による無料相談

電話による相談（当日のみ） TEL  ０８８－８７５－１１２０

面談による相談（事前予約他問合せ先） TEL  ０８８－８２５－３１４１

◆相談例 ： ひとり暮らしの今後が心配だ。

遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症でできない。

知的障害を持つ子どもの将来が心配。

母の年金が勝手に使われているみたい。どうしよう・・・。

平成12年4月に成年後見制度が施行されて以来、司法書士、社会福祉士

は成年後見制度に関する取り組みを積極的に行っており、親族以外の第三

者後見人として、家庭裁判所から多く選任されております。（平成27年：司法

書士9,442件、弁護士8,000件、社会福祉士3,725件／最高裁判所事務総局

家庭局「成年後見関係事件の概況」による） これからも、司法書士、社会福

祉士は、村民の権利擁護に寄与してまいります。

❑お問い合せ 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート高知

☏088-825-3141 FAX088-824-6919

所在地 〒780－0928 高知市越前町1丁目6番32号（仮事務所）

ニホンウナギの保護について
県内の内水面及び海面では、資源の減少が心配されているニホンウナギ

を 保護するため、１０月から翌年３月までの間、高知県内水面漁場管理委員

会指示及び高知海区漁業調整委員会指示により、ニホンウナギの採捕が、

禁止されております。

ニホンウナギの資源回復のため皆様のご理解、ご協力をお願いします。

■お問い合わせ先：高知県漁業管理課（高知県内水面漁場管理委員会

事務局）☎088-821-4608 FAX088-821-4527

安芸・室戸パシフィックライド2016 開催
１２月４日（日）に、高知県東部地域を舞台とした「安芸・室戸パシフィック

ライド ２０１６ 」 が開催されます。

安芸・室戸パシフィックライドは、タイムを競うレースではなく地域の自然

を楽しみながら自転車で走るサイクリングイベントです。

高知県東部9市町村が連携して開催するイベントとして行われます。

コースは、安芸市をスタート、北川村から東洋町へ抜け、室戸岬を回って

安芸市へ戻る139km。県内外から約500人参加、県東部を駆け抜けます。

■安芸・室戸パシフィックライド2016   日時：12月4日(日) スタート7：00

スタート/ゴール 安芸市営球場下駐車場

通過予定時刻

・北川村小島集会所（北川村） 先頭8：10～最後尾9：30ごろ

・野根中学校（東洋町） 先頭9：20～最後尾11：20ごろ

・海の駅とろむ（室戸市） 先頭10：30～最後尾13：50ごろ

・物産館無花果（奈半利町） 先頭11：30～最後尾15：20ごろ

・安芸ドーム前（安芸市）フィニッシュ 先頭12：10～最後尾16：30ごろ

☏お問い合わせ 安芸・室戸パシフィックライド実行委員会事務局

( 高知県東部観光協議会内) ☏ ：0887-34-0866

森林環境税に関する「シンポジウム」開催のおしらせ
高知県では、県民を挙げて森林環境の保全に取り組むことを目的 に、

平成１５年度に全国で初めて森林環境税を導入し、森林 環境の 保全を

はじめ、県民参加による森づくり活動や、森林環境教育、シカ被害対策、

公共益的空間での木材利用などに活用して います。

同税は、平成 ２９ 年度末をもって第三期目の課税期間が終了する

ため、県では、この森林環境税の今後のあり方について県内６地域で

「地域座談会」を開催、県民の皆様から貴重なご意見をいただきました。

貴重なご意見をご紹介するとともに、今後の森林環境税のあり方や

使途について参加者全員による意見集約を行うため、 「 2016 KOCHI 

森の県民シンポジウム～森林環境税どうするが？～」 を開催します。

●日時：１１月２６日（土） １３：３０～１６：３０

●場所：高知県立高知追手前高校 芸実ホール

●内容：・ ロギール・アウテンボーガルト 氏による 「基調講演」

・パネリストによる 「山ほど語るディスカッション」

・コーディネーター：塩田正興 氏（木と人・出会い館館長）

パネリスト： 中川睦雄 氏（こうち森林救援隊 事務局長）

植村和暢 氏（工房刻屋 木工職人）

堂本真実子 氏（若草幼稚園 園長）

熊谷猛男 氏（(株)熊谷ファーム 代表）

●参加料：無料、直接会場にお越しください。

❑お問合せ先：高知県林業振興・環境部 林業環境政策課

木の文化担当 ☏０８８－８２１－４５８６


