
木 金 土

1 2 3
始業式【幼・小・中】

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10

村内一斉防災訓練 校内水泳大会 ほっとママクラブ 人権･行政相談

9:00～ 【小学校プール】 【保育所】10:00～11:30 【村民会館】10:00～15:00

夏休み作品展
【 9:00～16:00   小学校】

【水泳大会・作品展　予備日9月6日】
てんぷら油収集日

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
芸西村交通安全の日 中学校体育大会

9:00～　中学校
【雨天の場合18日に延期】

交通安全一斉街頭指導日

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
職員採用資格試験 敬老会 県民交通安全の日 秋分の日 農業用塩化ビニール回収 小学校運動会

8:50～　村民会館 【土佐ロイヤルホテル】 【集出荷場】6:00～8:00 9:00～14:30　小学校

観月の宴 10:00～12:00 ふくし懇談会　10：00～ ふくし懇談会　10：00～ 生涯学習館・図書館休館 【雨天の場合は25日に延期】

17:25～20:30 馬ノ上ふれあいセンター 和食ふれあいセンター （清掃のため） ふくし懇談会　13：30～
天候不良・荒波の場合中止 琴ヶ浜ふれあいセンター

振休（体育大会）

特別収集日 【中学校】

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 可燃ごみ・生ごみ

25 26 27 28 29 30

振休（運動会） 乳児健診【村民会館】 心配ごと相談所 国保税
【小学校】 受付 12:45～13:00 【村民会館】 介護保険料

10：00～12：00/13：00～15：00
後期高齢者医療保険料

第３期

ふくし懇談会　10：00～ ふくし懇談会　10：00～
長谷寄ふれあいセンター ほっとハウス

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

土

1

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
体育会長杯ソフトボール大会 子育て広場 小学校参観日・引き渡し訓練 幼稚園運動会
運動広場　8:45～15:00頃 （離乳食教室） 9:30～　幼稚園
【予備日　10月30日】 10:00～　村民会館 【雨天の場合は9日に延期】

安芸地区中学校陸上大会
【憩ケ丘陸上競技場】

竹あかり製作（10日まで）
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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ 馬ノ上倉庫・生涯学習館前

9 10 11 12 13 14 15
体育の日 おもてなし一斉清掃 保育所運動会

【野外劇場周辺】9:00～10:00 9:30～　保育所

安芸市・芸西村小学校 ほつとママクラブおかし拾い

陸上記録会【13:00～16:30 【雨天の場合は16日に延期】
憩ケ丘陸上競技場】(予備日17日) 琴ケ浜竹灯りの宵

特別収集日 てんぷら油収集日 琴ケ浜　15:00～20:30

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
【天候不良の場合は10月16日に延期】

16 17 18 19 20 21 22
芸西村交通安全の日 村長選挙立候補受付 県民交通安全の日 安芸地区中学校駅伝大会

8:30～17:00 【安田町】

行政相談
【村民会館】10:00～15:00 ツーディ・ウォーク

【23日まで】

胃がん検診(要予約) 乳がん検診(要予約)
【村民会館】８:００～９:３０　 【村民会館】９:００～１５:００　

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

23 24 25 26 27 28 29

村長選挙投票日 大腸がん検査容器回収 1歳6カ月・3歳児健診 心配ごと相談所 小学校6年生体験入学
【村民会館】　7:30～9:00 【村民会館】 【村民会館】 【芸西中学校】

受付 12:45～13:00 10：00～12：00/13：00～15：00

可燃ごみ・生ごみ 職場体験学習 職場体験学習 国保税
30 31 【中学2年生】 【中学2年生】 介護保険料

ふれあい学習体験 後期高齢者医療保険料
【中学3年生】 第4期

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 村県民税 第3期

芸西病院
３３－３８３３

芸西オルソクリニック
33－３５０３

津田クリニック
３４－１１９５

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
34－1155

高齢者
給食サービス

尾木医院
34-315

特定健診・健康診査【村民会館】
肺・大腸・前立腺がん検診・肝炎ウィルス検査
18日～19日
受付８:３0～11:00/13:00～15:00

農業用廃ポリ回収 ８:00～１０:00【集出荷場】１４日～1６日
14日【和食】 15日【馬ノ上】 16日【西分】

宇都宮内科
３２－０５００

芸西病院
３３－３８３３

森澤病院
34－1155

森澤病院
３４－１１５５

ふくし懇談会
テーマ

「住み慣れた地域でずっと

暮らしていく為に」

意見交換

□お問い合わせ

地域包括支援センター

☏３３－２２４５

◆児童相談◆
毎週木曜日
保健センター２階
9:00〜12:00
℡33-2171

納期限

高齢者
給食サービス

10/31
納期限

つつい
脳神経外科

３４－０２２１

EAST･マリン･
クリニック

３４－０００３
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無料相談会のご案内

～借金問題の解決のために一歩を

踏み出しましょう～
高知県多重債務者対策協議会が借金の返済などでお困りの方を

対象とした無料の相談会を開催します。

「こころの健康相談会」も同時に行いますので、心身の不調を抱え

ておられる方も、ご相談ください。

※事前予約は不要です。直接会場へお越しください。

借入れ、返済に関する資料があればお持ちください。

秘密は厳守します。

◆９月１０日（土） 高知市消費生活センター

13時～16時 高知市市民生活課 高知市本町4-1-24

◆９月１１日（日） 県立消費生活センター

13時～16時 高知市旭町3-115 ソーレ２階

◆９月２４日（土） 高知市消費生活センター

13時～16時 高知市市民生活課 高知市本町4-1-24

◆９月２５日（日） 南国市役所

13時～16時 南国市大埇甲2301

❑相談会のお問い合わせ先

【借金に関する相談】

多重債務者対策協議会事務局高知県県民生活・男女共同参画課

☏０８８－８２３－９６５３

【こころの健康相談】

高知県障害保健福祉課

☏０８８－８２３－９６６９

平成２8年度高知県戦没者追悼式

先の大戦で亡くなられた方を追悼し、平和を祈念するため、

高知県戦没者追悼式を行います。参列を希望される方は下記

までお問い合わせください。

日時：平成２8年１１月１日（火）

式典：午後１時～

場所：高知県立県民文化ホール（オレンジホール）

高知市本町４丁目３－３０

❑お問合せ先／芸西村役場 健康福祉課 ☏３３－２１１２

全国一斉！

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
9月5日～9月11日 強化週間

高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会では、介護者による虐待、

障害を理由とする差別など高齢者・障害者をめぐる人権問題の解決を

図るため、下記のとおり電話相談の強化週間を実施します。

期間中は、土曜日・日曜日もご相談をお受けします。

また、平日は時間を延長し午後７時までご相談をお受けします。

租談は無料、秘密は厳守します。

【日 時】 ９月５日（月）～９月１１日（日）の７日間

午前８時３０分～午後７時

ただし、土曜日・日曜日は午前10時～午後５時

【相談内容】 介護者からの肉体的・心理的虐待あるいは家族等による

経済的虐待、就業差別、障害を理由とする差別、暮らし

の悩みごとなど高齢者・障害者をめぐる人権問題

【開設場所】 高知地方法務局人権擁護課又は各支局

ゼロゼロみんなのひゃくとうばん

【連 絡 先】 ☏０５７０－００３－１１０

（全国共通ナビダイヤル）

電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながり

ます。ただし、平日の午後５時15分以降の時間及び土曜日・

日曜日の全時間は本局（人権擁護課）につながります。

❑お問合せ先／高知地方法務局人権擁護課 ☏０８８－８２２－３５０３

～森林環境税に関する「地域座談会」

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、県民の皆様

方と一緒にその使途を考える「地域座談会」を、下記の日程で開催し

ます。 「地域座談会」では地域でご活躍されている県民の方々による

意見交換や参加者全員でワークショップを行います。

記

日時：平成２８年１０月１日（土） １３：３０～１６：００

場所：田野町生涯学習センター 大会議室

内容：○第一部 森林環境税のこれまでの取り組み紹介

○第二部 地域でご活躍されている県民の方々との意見交換

○第三部 参加者全員によるワークショップ

お申し込み方法：件名に「座談会参加希望」とお書きいただき

①代表者の氏名 ②参加人数 ③参加希望会場

④電話番号を明記のうえ、

ファックスまたはメールでお申し込みください。

ＦＡＸ：０８８－８２３－５６１５

E-mail: ｓｉｎｒｉｎ＠ｎａｎｐo－ｓａ.ｃｏ.ｊｐ

❑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

「全国一斉！法務局休日相談所」 開設お知らせ

高知地方法務局では、土地・建物や会社の登記手続、相続や遺言等に

関する相談を始め、戸籍・国籍・供託・人権に関する相談、土地の境界

に関する 相談や遺言などの公正証書に関する相談について、次のとおり

１日無料相談所を開設します。なお、当日の相談については、あらかじ

めの予約が必要となりますので、相談を希望される方は 【予約連絡先】

に連絡のうえ、事前の予約をお願いします。

【日 時】 １０月２日（日） 午前１０時～午後３時

【相談内容】 相続や会社などの登記に関する登記相談、戸籍・国籍・

供託・人権擁護に関する相談、土地の境界に関する相談・

公正証書に関する相談

【相 談 員】 公証人,司法書士,土地家屋調査士,人権擁護委員,法務局職員

【開設場所】 高知地方法務局本局 （高知よさこい咲都合同庁舎）

高知市栄田町2丁目2番１０号

【予約連絡先】 高知地方法務局総務課 （担当：岡林）

☏０８８７－８２２－３３３１（自動音声案内3→3）

平成28年度 高知矯正展

高知刑務所では 、法務省主唱の「社会を明るくする運動」の一環と

して矯正行政における被収容者の生活を紹介し、非行少年や犯罪者

の社会復帰に対して、ご支援、ご理解をいただくため、矯正展を開催

します。

●開催日時 ９月２４日(土) ・ ２５日（日）

９月２４日 午前９時から午後４時まで

９月２５日 午前９時から午後３時まで

●開催場所 高知刑務所 【 高知市布師田３６０４－１ 】

●開催内容 ①矯正資料コーナー

ア 被収容者の文芸作品の展示

イ 管内の施設の矯正教育の現状をパネルで紹介

ウ 被収容者の衣類・献立等の紹介

エ 協力雇用主の募集・案内

②性格検査の体験コーナー

心理技官による性格検査の体験実施

③刑務所作業製品の展示即売

受刑者が製作した作業製品のほか、全国の刑務

施設で製作している製品の中から、家具 ・漆喰など

の木工製品、エプロンなどの洋裁製品、紳士靴などの

革製品など多数の製品。

④施設見学

❑高知矯正展のお問合せ先／高知刑務所（作業担当）

☏０８８－８６６－５３５１ FAX ０８８－８６６－０７３２

法務局からお知らせ

登記の手続に関する相談は予約をお願いします

法務局安芸支局では，登記の手続（登記申請書の書き方）に関する

相談を行っています。相談時間は３０分です。

相談日は毎週火曜日と木曜日で予約制になっていますので
電話などで予約したうえお越しください。

❑お問合せ先：高知地方法務局安芸支局

安芸市矢ノ丸二丁目１－６（☏ ０８８７－３５－２２７２）


