
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
村内一斉 防災訓練 国保税 校内水泳大会 ほっとママクラブ

9:00～ 介護保険料 夏休み作品展 【保育所】10:00～11:30

後期高齢者医療保険料 【小学校】

村県民税
第2期

始業式【幼・小・中】

県民介護講座
「楽しくからだづくり」
【村民会館】10:00～11:３0

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・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

8 9 10 11 12 13 14
人権･行政相談

【村民会館】10:00～15:00

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 てんぷら油収集日

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

15 16 17 18 19 20 21
中学校体育大会 敬老会 芸西村交通安全の日 県民交通安全の日 小学校運動会

9:00～ 【土佐ロイヤルホテル】 9:30～15:00【雨天順延】

10:00～12:00

特別収集日 犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・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

22 23 24 25 26 27 28
職員採用資格試験 乳児健診【保健センター】 心配ごと相談所 幸せ発見イベントPartⅠ

【村民会館】受付8:25～ 受付12:45～13:45 【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

特別収集日 犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 プール女性サービスデー

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

29 30
国保税

介護保険料
後期高齢者医療保険料

第３期

犬・猫　引取り日

可燃ごみ・生ごみ

火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
幼稚園運動会

9:30～（雨天10/６）

安芸地区中学校陸上大会
【憩ケ丘陸上競技場】

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

日 月 ビン・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
大腸がん検査容器回収 小学校参観日 子育て広場 おもてなし一斉清掃 保育所運動会

【保健センター】 13:30～14:15 【ほっとハウス】 ほっとママクラブ

7:30～9:00 生活リズム講演会 13:15～15:30 10:00～（雨天10/1３）

【小学校】14:30～15:30

犬・猫　引取り日 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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

13 14 15 16 17 18 19
芸西村交通安全の日 幸せ発見イベントPartⅡ

安芸市・芸西村陸上記録会
6年生【憩ケ丘陸上競技場】

　

特別収集日 犬・猫　引取り日 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 ビン・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
県民交通安全の日 乳がん検診 心配ごと相談所 行政相談

事前予約制【保健センター】 【保健センター】 【村民会館】10:00～15:00

10：00～12：00/13：00～15：00

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 プール女性サービスデー

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

27 28 29 30 31
1歳6カ月・3歳児健診 国保税

【保健センター】 介護保険料
受付12:45～13:00 後期高齢者医療保険料

第4期

犬・猫　引取り日 小学6年生体験入学 プール村内小中学生無料 村県民税第3期

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池

芸西病院

３３－３８３３

森澤病院

３４－１１５５

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

納期

観月の宴
17:30～20:45

【琴ヶ浜野外劇場】

（雨天・荒天中止）

森澤病院

３４－１１５５

特定健診・健康診査【保健センター】

肺・大腸・前立腺がん検診
10/2～10/3

受付9:00～11:00/13:00～15:00

農業用廃ビニール回収
【集出荷場】6:00～8:00

農業用廃ポリ回収 ８:00～１０:00【集出荷場】25日～27日

納期限

納期限

納期限

中学校 中間テスト 15日～16日

農業用廃ビニール回収
【集出荷場】6:00～8:00

深谷内科

３３－２４０１

安芸クリニック

３５－3575

芸西オルソクリニック

33-3503

農業用廃ビニール回収
【集出荷場】6:00～8:00

健康診査事前申込 9/5（木）～9/17（火）

対象者：75歳以上で生活習慣病（糖尿病・高血圧症・

脂質異常症・心疾患・脳血管疾患・動脈硬化）にかかっ

ていない方

❑申込先／健康福祉課 ☎33-2112

10/22 乳がん検診事前申込 〆切10/８（火）

11/ 6 胃がん健診事前申込 〆切10/23（水）

費用：500円

❑申込先／健康福祉課 ☎33-2112



   

平成25年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
0
8
8
7
‐
3
3
‐
2
1
1
1

2014年(平成26年)版

高知家手帳
（県民手帳）のご案内
発行：高知県統計協会

2014年(平成26年)版「高知家手帳」の予約を始めましたのでご案内します。

暮らしやビジネスに活用いただける最新の情報を満載していますので、きっと

ご満足いただけることと思います。

また、2014年(平成26年)版から、高知県民手帳を高知家手帳と改名しました。

❑価格/

ポケット判(9×14.5cm) ５００円

デスク判(13×21cm) ７５０円
❑配布/１１月上旬予定

❑お申込み方法/上記申込書と代金を下記へ持参

❑〆切/９月２５日（水）

❑お申込み先/ 役場 企画振興課 ℡３３－２１１４

2014年版県民手帳申込書

ポケット判 冊

デスク判 冊

住所 いい

氏名 いい

電話 いい
キリトリ ✄

複十字シール運動とは？

平成26年（2014）
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カバーの色：ピーコックブルー

借金の返済で悩んでいる方を対象に、弁護士や司法書士による無料相談会を開催

します。

また、「こころの健康相談会」も同時に開催しますので、返済生活を送る中で、

心身に不調を抱えておられる方も、ぜひご相談ください。

相談することで、問題解決の第一歩を踏み出しましょう。

借入れ・返済に関する資料があれば、お持ちください。

借金で苦しんでいませんか？

 

日  時 会   場 日  時 会   場 

９月８日(日) 

13:00～16:00 

・高知県立消費生活センター 

（高知市旭町 3-115 ソーレ２階） 

 

・南国市役所 

（南国市大埇甲 2301） 

９月 12 日(木) 

13:00～16:00 

・安芸市市民会館 

（安芸市矢ノ丸 3-12） 

９月９日(月) 

13:00～16:00 
・高知県立消費生活センター 

９月 13 日(金) 

17:00～20:00 
・高知県立消費生活センター 

９月 10 日(火) 

17:00～20:00 

・高知市消費生活センター 

（高知市市民生活課） 

（高知市本町 5-1-45） ９月 14 日(土) 

13:00～16:00 

・高知市消費生活センター 

 

・幡多広域消費生活センター 

（四万十市立働く婦人の家１階） 

（四万十市右山五月町８-22） 
９月 11 日(水) 

13:00～16:00 

・ハローワーク高知 

（高知市大津乙 2536-6） 

秘密は守られます

ご安心ください

高知県立消費生活センターで実施する８、９、13日は、

電話相談も実施します。

❑お問合せ先／☎ 088-824-0999

※こころの健康相談会は面接相談のみとなります。

９月２４日～３０日は結核予防週間です！

今年も複十字シール運動
にご協力をよろしくお願いします！

世界約80カ国で行われています。

その目的は結核まん延国に対する国際協力及び結核・肺癌・

COPD（慢性閉塞性肺疾患）などの呼吸器疾患をなくし、健康

で明るい社会をつくることです。

結核予防会では1952年より複十字シールを作成し、募金をし

ていただいた方に複十字シールをさしあげております。

シールを村民の皆さまにご使用いただくことで、さらに多くの

方々にこの運動の輪が広がるように活動を行っています。

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

募金はこのように使われます
・国際協力として開発途上国への結核対策援助

・結核予防全国大会、国際医療教育シンポジウム、結核予防週間、

講習会、研修会開催等

・結核予防事業助成として全国各地域の結核予防団体の活動費

・ 胸部検診の機器整備など

地区懇談会開催の

お知らせ
「地区懇談会」は、芸西村が取組んでいる施策などに

ついて地域に出向いて説明し、芸西村の事務・事業

への理解を深めてご協力いただくとともに、皆様方の

声を村政に反映させることを目的として開催しており、

今年は１０月に予定しています。日程につきましては、

来月の広報でお知らせいたしますので、皆様是非ご

参会ください。

全国一斉「高齢者・障害者の

人権あんしん相談」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，高齢者や

障害者の人権問題解消に向け，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・日曜日も受け付けます。また，平

日は時間を延長し，午後７時まで受け付けます。

１ 実施期間： 平成２５年９月９日（月）～９月１５日（日）

２ 時 間： 午前８時３０分～午後７時

（土曜日・日曜日は午前１０時～午後５時）

３ 開設場所: 高知地方法務局人権擁護課

ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

４ 電話番号： 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

５ 取扱内容: 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，暮らしの悩みご

となど高齢者・障害者をめぐる人権問題

６ そ の 他: 相談は無料，秘密は厳守します

❑お問合せ先/ 高知地方法務局人権擁護課

☎０８８－８２２－３５０３❑お問合せ先／芸西村保健センター（芸西村健康づくり婦人会事務局）☎ 33-4156


