
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
始業式【幼・小・中】 校内水泳大会 ほっとママクラブ

8:45～10:25  5・６年生 子育て広場
高知大学公開講座(延期分) 10:45～12:25  3・4年生 【保育所】9:30～11:30

(19:00～20:45  生涯学習館) 14:00～15:35  1・2年生

【小学校プール】 校内水泳大会予備日
夏休み作品展 夏休み作品展予備日

【 9:00～16:00   小学校】 【小学校】

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

日 月 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

6 7 8 9 10 11 12

人権･行政相談 お弁当の日 中学校体育大会

【村民会館】10:00～15:00 9:00～　中学校
【雨天の場合13日に延期】

プール村内小中学生無料 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

13 14 15 16 17 18 19
敬老会 芸西村交通安全の日 小学校運動会

【土佐ロイヤルホテル】 おもてなし一斉清掃 9:00～14:30　小学校

10:00～12:00 【野外劇場周辺】9:00～10:00 【雨天の場合は20日に延期】

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 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

20 21 22 23 24 25 26
職員採用資格試験 竹あかり製作 県民交通安全の日

（一般職員・保健師） 【24日まで】 心配ごと相談所
馬ノ上倉庫・村民会館 【保健センター】

10：00～12：00/13：00～15：00
プール女性サービスデー

特別収集日 海水プール振替定休日 12:00～16:00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 海水プール営業 10:00～ 海水プール営業 10:00～ ビン 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30
琴ケ浜竹灯りの宵 乳児健診【保健センター】 国保税

琴ケ浜　14:00～20:30 受付 12:45～13:00 介護保険料
【天候不良の場合は10月4日に延期】 後期高齢者医療保険料

第３期

プレミアム商品券
【第1次販売分(緑色)】

使用期限
プール村内小中学生無料

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
参観日 幼稚園運動会

引き渡し訓練
9:30～　幼稚園

【雨天の場合4日に延期】

防災講演会 安芸地区中学校陸上大会
【14:00～16:00 　小学校】 【憩ケ丘陸上競技場】

プール村内65歳以上無料

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10
代休（運動会） 乳がん検診(要予約) 乳がん検診 保育所運動会

【小学校】 ９：００～１５:００　保健センター 事前予約制【保健センター】  　9:30～11:00　保育所
【雨天の場合11日に延期】

プール村内小中学生無料 てんぷら油収集日 グルメまつり

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 【安芸ドーム】

11 12 13 14 15 16 17
体育会長杯ソフトボール大会 胃がん検診(要予約) 芸西村交通安全の日 生涯学習振興大会

８:００～９:３０　保健センター 　ドキ　ドキ

グルメまつり 安芸市・芸西村小学校 「東来ドキｇｅｉｓｅｉカレッジ」

【安芸ドーム】 陸上記録会【13:00～16:30 【９:３０～ 村民会館等】
憩ケ丘陸上競技場】(予備日19日)

特別収集日 プール村内小中学生無料
プール村内65歳以上無料

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
大腸がん検査容器回収 県民交通安全の日 行政相談

【保健センター】 【村民会館】10:00～15:00 プール女性サービスデー

7:30～9:00 プール村内小中学生無料 12:00～16:00

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 可燃ごみ・生ごみ

25 26 27 28 29 30 31
1歳6カ月・3歳児健診 離乳食教室 安芸地区中学校駅伝大会

【保健センター】 【12:30～　村民会館生活改善室】 【安田町】
受付12:45～13:00 心配ごと相談所 国保税

小学校6年生体験入学 【保健センター】 介護保険料
【芸西中学校】

10：00～12：00/13：00～15：00
後期高齢者医療保険料

プール村内小中学生無料 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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ 村県民税 第3期

芸西病院
３３－３８３３

つつい脳神経外科
34－0221

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

高齢者
給食サービス

納期限

森澤病院
３４－１１５５

尾木医院
34-3155

特定健診・健康診査【保健センター】
肺・大腸・前立腺がん検診・肝炎ウィルス検査
1３日～1４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】16日～18
16日【和食】 17日【馬ノ上】 18日【西分】

宇都宮内科
３２－０５００

芸西病院
３３－３８３３

健康講座
個別相談 13:00～

講演 14:00～
｢薬と薬の飲み合わせ他｣

安芸クリニック
３５－3575

森澤病院
34－1155

11/2
納期限

森澤病院
３４－１１５５

農業用塩化ビニール回収
6:00～8:00【集出荷場】

【5年に一度の国勢調査への
ご協力をお願いいたします】

今回は、先にインターネットでの回答をお願いし、インターネットで

回答されなかった世帯の方に、紙の調査表を配布して調査を行います。

9月10日(木)からインターネット回答のための書類をお配りします。

納期限

観月の宴
17:20～20:40

【琴ヶ浜野外劇場】
（天候不良の場合

27日に延期）

◆児童相談◆

毎週木曜日
保健センター２階

9:00～12:00

℡33-2171



　　　　　　 

～生涯学習　スポーツ体験～

　

訓練コース名
実施機関名

（訓練実施施設名）
定員

訓練
期間

入所日 ～ 終了日 選考日

平成27年 平成28年 9月17日 ～ 10月7日

11月5日 ～ 2月4日
追
加

募
集 10月8日 ～ 10月14日

平成27年 平成28年 10月13日 ～ 11月2日

12月2日 ～ 3月1日
追
加

募
集 11月4日 ～ 11月10日

平成27年 平成28年 10月13日 ～ 11月2日

12月2日 ～ 3月1日
追
加

募
集 11月4日 ～ 11月10日

平成27年 平成28年 10月20日 ～ 11月9日

12月8日 ～ 6月7日 11月10日 ～ 11月16日

3か月 11月16日

　　【説明会】　随時

介護職員実務者研修科
有限会社　青い鳥

(日本福祉アカデミー高知校)
20人 6か月 11月20日

【説明会】 平成27年10月2日、9日、16日、23日、30日、11月6日

介護職員初任者研修科
(有)あらたケアサービス

あらたケアカレッジ
(あらたケアカレッジ)

10人

11月16日

　　【説明会】 平成27年10月20日、27日

ⅠＴビジネス基礎科

　　【説明会】　随時

ビジネスパソコン基礎科
アールシシステム株式会社

(アールスタッフ)
13人 3か月

(株)高知ソフトウェアセンター
((株)高知ソフトウェアセンター)

13人 3か月

募集期間
（説明会日時）

10月20日

平成27年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
0
8
8
7
‐
3
3
‐
2
1
1
1

❑

3513

グラウンドゴルフ教室
芸西村教育委員会では生涯スポーツの推進及びスポーツを

通じた地域の活性化を目指し、グラウンドゴルフ教室を開催

します。65歳以上の方を対象に下記の日程で行います。

グラウンドゴルフを通じて仲間や地域の人たちとの絆を深め

ながら、楽しく健康づくり・体力づくりをしましょう。

と き １０月５日(月) 午後１時３０分～午後５時頃まで

と こ ろ 小学校グラウンド

対 象 者 年齢が６５歳以上の方

準 備 物 運動できる服装、運動靴、飲み物

主 催 芸西村教育委員会・芸西村役場健康福祉課

共 催 芸西村老人クラブ

■参加希望者は、参加者氏名・年齢・連絡先をご記入した参加

申込書を 芸西村教育委員会 岡村剛文（電話３３-２４００）

まで提出またはご連絡お願いします。

■申込締切日 １０月２日(金) 午後５時まで

※事前にスポーツ保険等への加入をお勧めします。

※天候不良時は中止します。

□お問い合わせ先／芸西村役場 教育委員会 ☏３３－２４００

ニホンウナギの保護にご協力を
県内の河川や湖などの内水面では、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により、ニホンウナギ

を採ることが禁止されております。

ニホンウナギの資源回復に向けまして皆様のご理解・ご協力

を、お願いします。

❑

❑お問合せ先／ ☏088-821-4608

高知県漁業管理課（高知県内水面漁業管理委員会事務局）

平成２７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２７年１１月１日（日）

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 担当：岡村 健康福祉課 ☏33-2112

芸西村福祉館 ☏33-2932

「全国一斉！

法務局休日相談所」
の開設のお知らせ

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・供託・人権に関する相談、

土地の境界に関する相談等、次のとおり１日無料相談所を開設

します。

予約は不要となっていますので、ぜひご利用ください。

【日 時】 平成２７年１０月４日（日）

午前１０時～午後３時

【相談内容】 登記・戸籍・供託・人権擁護に関する相談

土地の境界に関する相談

【相 談 員】 法務局職員、司法書士、土地家屋調査士

【開設場所】 高知地方法務局安芸支局

安芸市矢ノ丸２丁目１番６号 安芸地方合同庁舎

【連 絡 先】 高知地方法務局安芸支局

☏０８８７－３５－２２７２

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か電話でお応えします。

高知県救急医療情報センター

０８８－８２５－１２９９ (受付：24時間・365日）

⇒診療が必要と思われる場合は急患センターへ

高知市休日夜間急患センター ・平日夜間小児急患センター

０８８－８７５－５７１９ ・ ０８８－８７５－５７１９
（受付 日・祝日・年末年始 9:00～22:00） (受付 月～金 20：00～23：00

12:00～13:00 17:00～18:00の間は休診 土曜日 23:00～翌朝8:00）

行政相談週間
【 10月19日(月)～25日(日)  】
～ ご相談ください、行政相談委員 ～

国の仕事やサービスで、困っていること、分からないことがありまし

たら、総務省の行政相談をご利用ください。

総務省では、多くの皆さんに行政相談をご利用していただけるよう

毎年１０月に「秋の行政相談週間」を設け、各種の行事を行っていま

す。 当村においても、次のとおり、総務大臣の委嘱を受けた行政相

談委員が 『一日行政相談所』 (無料・秘密厳守) を開設しますので、

お気軽にご相談ください。

●日 時 １０月２２日(木) １０：００～１５：００

●場 所 村民会館

●行政相談員 松浦 寛

□お問い合わせ先／ 芸西村役場 総務課 ☏３３―２１１１

❑

第１次プレミアム商品券使用期限迫る！

使用期限は９月30日（水）です。
４月1日から芸西商工会にて販売しました第１次プレミアム商品券

（緑色）と未就学児の居る世帯にお渡しした商品券（赤色）の使用

期限が９月３０日（水）と迫っております。

まだ、お手元にお持ちの方は、お気を付けください。

❑お問合せ先／ 芸西商工会 ☏３３―２２１８

「就職に役立つ職業訓練を受けませんか」
就職を目指してスキルアップをお考えの方のために、下記のとおり、３～6か月

の職業訓練コースを開講します。受講料は無料（テキスト代等は別途必要）。

訓練期間中から修了後にわたって、ハローワークと各訓練施設が積極的に就

職支援を行います。 受講申し込みは、住所を所管するハローワークへお願い

いたします。

❑ 訓練内容や説明会等詳細に関するお問い合わせは、

❑ ポリテクセンター高知（☎088－833－1085）までお願いいたします。


