
金 土

1 2
始業式【幼・小・中】

農業用塩化ビニール

及び塩ビパイプ回収
【集出荷場】8:00～10:00

レクリエーション大会
13:00～14:00

あったかふれあいセンター

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9

防災訓練 レクリエーション大会 ほっとママクラブ ふくし懇談会　13：30～ 人権･行政相談 ふくし懇談会　13：30～

9:00～ 13:00～14:00 【保育所】10:00～11:30 琴ケ浜ふれあいセンター 【村民会館】10:00～15:00 和食ふれあいセンター
あったかふれあいセンター 校内水泳大会

【小学校プール】 高知大学出前公開講座

小学校夏休み作品展 【19:00～20:45 生涯学習館】

【 9:00～16:00   小学校】 24節季　白露

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

10 11 12 13 14 15 16

ふくし懇談会　10：00～ ふくし懇談会　10：00～ ほっとママクラブ 芸西村交通安全の日 中学校体育大会
長谷寄ふれあいセンター ほっとハウス （ベビーマッサージ） 9:00～　中学校

【保育所】9:30～11:30 【雨天の場合17日に延期】

ふくし懇談会　10：00～ 竹灯り制作（18日まで）

馬ノ上ふれあいセンター てんぷら油収集日 馬ノ上倉庫・生涯学習館前

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

17 18 19 20 21 22 23

職員採用資格試験 敬老会 振休（体育大会） 県民交通安全の日 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】 【中学校】 【集出荷場】8:00～10:00 9:00～14:30　小学校

10:00～12:00 【雨天の場合は24日に延期】

生涯学習館・図書館休館
（清掃のため）

秋分の日

特別収集日

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

24 25 26 27 28 29 30

振休（運動会） おもてなし一斉清掃 心配ごと相談所 特定健診結果説明会 琴ケ浜松原観月の宴
【小学校】 【琴ケ浜野外劇場周辺】 【村民会館】 事前申込制【村民会館】 17:20～20:40

9:00～ 10：00～12：00/13：00～15：00
（1回目　13:30～15:00） 【琴ケ浜野外劇場】

乳児健診【村民会館】 （2回目　18:30～20:00） 天候不良・荒波の場合中止

受付 12:45～13:00

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

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

体力測定　13：30～ 体力測定　13：00～ 小学校参観日・引き渡し訓練 幼稚園運動会
国保税 琴ケ浜ふれあいセンター あったかふれあいセンター 9:30～　幼稚園

介護保険料 【雨天の場合は9日に延期】

後期高齢者医療保険料 安芸地区中学校陸上大会

第３期 【憩ケ丘陸上競技場】

体力測定　14：00～
瓜生谷コミュニティセンター 琴ケ浜竹灯りの宵

琴ケ浜　15:00～20:30

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
【天候不良の場合は10月14日に延期】

8 9 10 11 12 13 14

高知東海岸グルメまつり 体育の日 体力測定　10：30～ 安芸市・芸西村小学校 食育教室・体力測定 体力測定　10：00～ 保育所運動会
【7日から】安芸ドーム駐車場 ほっとハウス 陸上記録会【13:00～16:30 　10：00～ 長谷寄ふれあいセンター 9:30～　保育所

憩ケ丘陸上競技場】(予備日18日) 福祉館 ほっとママクラブおかし拾い

24節季　寒露 特別収集日 てんぷら油収集日
【雨天の場合は15日に延期】

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

15 16 17 18 19 20 21
芸西村交通安全の日 体力測定　10：30～ 子育て広場 行政相談 県民交通安全の日 ツーディ・ウォーク

馬ノ上ふれあいセンター （離乳食教室） 【村民会館】10:00～15:00
【22日まで】

【村民会館】10:00～

体力測定　10：30～
和食ふれあいセンター

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

22 23 24 25 26 27 28

職場体験学習 心配ごと相談所 小学校6年生体験入学 安芸地区中学校駅伝大会
【中学2年生】 【村民会館】 【芸西中学校】 【安田町】

10：00～12：00/13：00～15：00
第28回芸西オープンゴルフ大会

24節季　霜降 職場体験学習 8：28～　Kochi黒潮ＣＣ

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 【中学2年生】

29 30 31 国保税
大腸がん検査容器回収 1歳6カ月・3歳児健診 乳がん検診(事前予約制) 胃がん検診(事前予約制) 介護保険料
【村民会館】　7:30～9:00 【村民会館】 【村民会館】８:００～９:３０　 【村民会館】９:００～１５:００　 後期高齢者医療保険料

受付 12:45～13:00 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

まつうら内科消化器科
３5－8127

高齢者
給食サービス

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
26日～27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】27日～29日
27日【和食】 28日【馬ノ上】 29日【西分】

森澤病院
３４－１１５５

◆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

森澤病院
34－1155



　　　　　　 

～生涯学習　スポーツ体験～

　

月日 対象年齢 費用

乳がん 10月26日（木） 40歳以上（2年に1回） 500円

胃がん 10月27日（金） 40歳以上 500円
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～無料調停相談会の開催お知らせ～
高知県調停協会連合会では、無料調停相談を２回開催します。

調停は裁判所で行われ、県民や市町村民の皆様が民事や家事の紛争で

困ったときに、手軽に、早く、安く活用できる制度で、話合いによる解決を

基本とし、公開ではなくプライバシーが守られ、しかも調停が成立すれば

裁判による判決と同一の効果がある制度で、下記の日程で開催します。

■目的 ①民事問題・・交通事故、金銭賃借、借地・借家、損害賠償 等

②家事民事・・離婚、婚姻費用、財産分与、子どもの親権、養育費、相続等

いろいろな問題を、手軽に、早く、安く解決する調停制度を活用する方法

について相談に応じます。予約は不要ですので当日、直接無料相談会場

へお越しください。

■日時・場所

◆９月 ８日（金） ９時３０分～１５時３０分（受付は１５時まで）

高知県民文化ホール １階 第１１多目的室

◆９月２９日（金） １３時００分～１６時３０分（受付は１５時３０分まで）

高知県民文化ホール １階 第１１多目的室

■相談担当者 民事・家事調停委員（弁護士調停委員を含む）

❑相談会のお問い合わせ先

平成２9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２９年１１月１日（水）

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

戦没者等のご遺族の皆様へ

請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなります

ので、お早めにご請求ください。

■支給対象となる方

平成２７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」

や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方

（戦没者の妻や父母等）がいない場合に、以下の順番で順位が先

になるご遺族お一人に支給されます。

支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で

１．平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による

弔慰金の受給権を取得した方

２．戦没者等の子

３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を

満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係が

あった方に限ります。

■支給内容

国債名称 第十回特別弔慰金国庫債券 い号

◆違反広告物の一斉除却に関するお知らせ◆
９月１日～10日までは｢屋外広告物適正化旬間｣です。この間、屋外

広告物のルールを知っていただくための普及・啓発活動を行うとともに、

９月７日には、電柱や信号機、道路標識、ガードレール等に貼られた

「はり紙」「はり札」や「立て看板」等条例に違反している屋外広告物の

県内一斉除却・指導の作業を行います。美しいまち並みのためには、

みなさまのご理解とご協力が必要です。よろしくお願いします。

【屋外広告の広告主及び広告業者のみなさまへ】

広告を出す時は、最寄りの土木事務所（注意：高知市内は高知市役所）

までお問合わせください。また県内で屋外広告業を営む方は、登録が

必要です。

❑高知県安芸土木事務所 維持管理課 ☏ 0887-34-3135

ごめん・なはり線15周年 宿毛線20周年特別企画

『オープンデッキ車で行く直通太平洋横断列車』

ごめん・なはり線開通15周年、宿毛線開通20周年を記念した特別企画

『オープンデッキ車で行く直通太平洋横断列車』を運行します。車内

パフォーマンスや地酒などが楽しめるほか、2日目は柏島や足摺岬観

光などもあり！この機会に列車の旅を楽しんでみませんか。

◆【日程】平成29年11月3日（金・祝）～4日（土）

【旅行代金】大人19,800円（2名様1室の場合 ※小人は要問合せ）

※朝食1回・昼食2回・夕食1回付

◆【募集人数】40名（最少催行人数30名）

【申込締切】平成29年9月30日（土）

【行程】※オープンデッキは一日目の一部区間でご利用できます。

◎１日目 奈半利⇒安芸⇒高知⇒窪川⇒中村⇒宿毛＝宿泊地

10:08    10:26   11:52   15:01   16:07    16:41    17:15頃

宿泊（宿毛リゾート椰子の湯、シングルのみホテルアバン宿毛）

貸切バス会社名：高知西南交通

◎２日目

宿泊地＝柏島観光＝足摺海底館＝足摺テルメ＝足摺岬観光＝中村

8:20   9:20   10:40      11:40(昼食) 12:40      15:10   

⇒⇒奈半利 18:59       

※人数によって宿泊先や料金が異なる場合がありますので、詳細は

下記までお問合せください。土佐くろしお鉄道（株）ホームページにも

情報を掲載中です。

❑【お問合せ・申込先

国の重要な統計調査のお知らせ

10月1日現在で就業構造基本調査を実施します
総務省統計局では，10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。

この調査は，日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的と し

ており，国が行う調査の中でも特に重要なものとされる 「基幹統計調査」

です。９月下旬から，調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので，

調査の趣旨をご理解いただき，ご回答をお願いいたします。

❑お問合せ先：芸西村役場 企画振興課（☏３３－２１１４）

高知合同公証役場の公証相談

「ご存じですか公証制度」10月1日～7日 公証週間
公証制度は、法務大臣より任命された公証人が、各種の契約や遺言などを

公正証書により作成することなどにより、民事紛争の予防などを図る重要な

制度です。今年も下記の日程で無料相談を行います。

【日 時】 ９月３０日（土）

午前10時～正午 午後１時～午後４時まで

【相談内容】 遺言、任意後見契約、離婚の際の養育料等の契約、賃貸借

契約及び売買契約などについての校正証書作成等に関する

無料公証相談

【開設場所】 高知合同公証役場（電話相談もできます）

（高知市本町1丁目１番3号 朝日生命高知本町ビル3階）

駐車場 トーエイパーキング（堀詰電停南）

【連 絡 先】 ☏088－823－8610 FAX088－872－4736

088－824－8427

088－872－4764           

●日本公証人連合会の電話相談 電話☎03－３５０２－８２３９（代表）

がん検診のお知らせ

～受けてください、命を守る大切な検診～

下記の各種がん検診は、事前予約制です。保健センター（☎３３－４１５６）

または役場健康福祉課（☎３３－２１１２）までお申込みをお願いいたします。

第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。

平成３０年４月２日までに、ご請求ください。


