
土

1

ちいさなおはなし会
【図書館】10:00～

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8

村内一斉防災訓練 始業式 ほっとママクラブ 地域リハビリ教室 24節季　白露
9：00～ 【幼稚園･小学校･中学校】 【保育所】10:00～11:30 【あったかふれあいセンター】13:30～14:30

実力テスト

【中学校 １・2・3年生】

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

9 10 11 12 13 14 15

弁当の日 地域リハビリ教室 人権･行政相談
【ほっとハウス】13:30～14:30 【村民会館】10:00～15:00

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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

16 17 18 19 20 21 22

敬老の日　 村民交通安全の日 おもてなし一斉清掃 県民交通安全の日 塩化ビニール回収

敬老会　 振替休日【芸西中学校】 【野外劇場】9:00～ 食育教室 【芸西集出荷場】8:00～10:00

【福祉館】10：00～

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

23 24 25 26 27 28 29

秋分の日 振替休日 乳児健診【村民会館】 心配ごと相談所【村民会館】 特定健診結果説明会 特定健診結果説明会

24節季　秋分 観月の宴 受付12:45～13:00 10：00～12：00/13：00～15：00 【村民会館】9：00～16：00 【村民会館】9：00～16：00

【野外劇場】17:20～ 子宮がん・乳がん検診 ※対象の方へは個別にご案内 ※対象の方へは個別にご案内

【村民会館】事前予約制

ポリフィルム回収(和食地区) ポリフィルム回収(馬ノ上地区) ポリフィルム回収(西分･長谷寄地区)

特別収集日 【芸西集出荷場】8:00～10:00 【芸西集出荷場】8:00～10:00 【芸西集出荷場】8:00～10:00

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

30

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

体力測定 ちいさなおはなし会
【長谷寄ふれあいセンター】10:00～ 【図書館】10:00～

【ほっとハウス】13:30～

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

7 8 9 10 11 12 13

体育の日 弁当の日 体力測定

24節季　寒露 コン糖ロール学習会 【和食ふれあいセンター】

【村民会館】13:30～15:00 10:00～

特別収集日 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 ビン類  可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20

村民交通安全の日 行政相談 体力測定

体力測定・食育教室 【村民会館】10:00～15:00 【琴ヶ浜ふれあいセンター】10:30～

【福祉館】10:00～  離乳食教室

 【村民会館】10:00～

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

21 22 23 24 25 26 27

県民交通安全の日 24節季　霜降 心配ごと相談所【村民会館】

10：00～12：00/13：00～15：00

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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

28 29 30 31

1歳6ヵ月・3歳児健診

【村民会館】

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

芸西病院
３３－３８３３

安芸クリニック
35－3575

つつい脳神経外科
34－0221

高齢者給食サービス

深谷内科
33－2401

尾木医院
34-3155

EASTマリンクリニック

34－0003

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

児童家庭相談
毎週 火曜日

【村民会館２階】

10:00～12:00

13:00～15:00

森澤病院
34－1155

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
34－1155

森澤病院
３４－１１５５

納期限

森澤病院
３４－１１５５

宇都宮内科
32－0500

村県民税 3期
国民健康保険税 4期
後期高齢者医療保険料 4期
介護保険料 4期

高齢者給食
サービスは

９月は

お休みです 高知市陸上競技選手権大会
【りょうまスタジアム】1～2日

高齢者給食サービス

国民健康保険税 3期
後期高齢者医療保険料 3期
介護保険料 3期

25日～26日
特定健診・健康診査

肺･大腸･前立腺がん検診
【村民会館】
8:30～11:00/13:00～15:00

26日
胃がん検診
【村民会館】
事前予約制

竹灯り作成
15日～17日

職場体験学習【中学2年生】23日～24日

高知県中学校新人陸上大会
【春野陸上競技場】22～23日

高知県中学校陸上競技

選手権大会
【春野陸上競技場】29～30日

新人野球大会安芸地区大会
【安芸市営球場】29～30日

高知県中学校剣道秋季大会
【高知県民体育館】

中間テスト【中学校】18～19日

高知県吹奏楽祭
【かるぽーと】

安芸地区駅伝競走大会
【安田町】

10/6 15時～
琴ヶ浜

竹灯りの宵
【琴ヶ浜野外劇場】
雨天時は
10/13に延期

安芸地区中学校陸上大会
【憩ヶ丘陸上競技場】

体力測定
【馬ノ上ふれあいセンター】

10:30～

【あったかふれあいセンター】
13:30～

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

お子さんについて
心配事はありませんか？

秋の
全国交通安全運動週間
21～30日

ト

中学校

中学校

体育大会 9:00～

（雨天時9/16に延期）

運動会 9:00～

（雨天時9/23に延期）

小学校

運動会 9:00～

（雨天時10/7に延期）

幼稚園

運動会 9:00～

(雨天時10/14に延期)

保育所

小学校

PTA文化的行事
13:30～【体育館】



■ポイント１　学ぶ意欲が入学資格！学力試験はありません

■ポイント２　テレビ・ラジオだけじゃない!スマホやパソコンでいつでも! 

■ポイント３　１科目から学べます 半年だけの在学もOK！

■ポイント４　負担が少ない授業料が魅力です 
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・

2018年10月
入学生募集中‼

授業料はテキスト費込みで1科目11,000円(放送授業)。入学料を含めリーズナブ
ルな費用で学べます。また半年ごとに受講する科目の授業料だけを払う仕組みも
魅力のひとつです。

９月１２日（水）午後１時～午後４時

香南市野市町公民館(のいちふれあいセンター)

２階　第３研修室

日時

場所

一流の講師による多彩な約300の科目があり、1科目から学ぶことができます。
人気の心理学をはじめ外国語も充実。学ぶ目的に応じてお選びください。

平成30年度高知矯正展
開催日時 平成３０年９月２９日（土）午前９時から午後４時まで

開催場所 高知県高知市布師田3604-1　高知刑務所構内

　糖尿病は、「血糖値が高い状態が続く」病気です。それ自体は
痛くもかゆくもありません。心配しなくてはいけないのは、合併
症です。血糖値が高い状態が続くと、身体のいたるところで血管
が詰まったり破れたりすることで、さまざまな合併症を起こして
きます。
　まず、予防が大切です。糖尿病について理解を深め、これから
も元気で暮らすことができるよう共に考えてみませんか。参加希
望の方は、１０月３日（水）までに下記へお申込みください。

　１０月１０日（水）　午後１時３０分～午後３時

　村民会館

　無料

　コン糖ロール学習会
　　～糖尿病にならないために～

条件を満たせば学力試験はありません。卒業すれば学位(学士)を取得できます。
大学院もあります。

住宅・土地統計調査にご協力をお願いします。
　総務省統計局では10月1日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
　この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約370
万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。
芸西村でも、調査期間中、統計調査員が調査をお願い
する世帯へお伺いし、調査書類を配布いたします。調査
への回答は、インターネット又は紙の調査票での回答を
お願いします。

共 催
加古川刑務所、岡山刑務所、高松刑務所、徳島刑務所、松山刑
務所、高知少年鑑別所、(公財)矯正協会刑務作業協力事業部

問合せ先
高知刑務所処遇部企画部門　作業担当　担当者：日野、峯
　TEL　088-866-5351
　FAX　088-866-0732

（５）刑務所作業製品展示即売会

　　全国の矯正施設で社会復帰をめざす受刑者達が製作した
　刑務作業製品の展示即売

（６）ステージイベント

主 催 高知刑務所

職 種

テレビ・ラジオの放送授業を自宅で学べるほか、インターネットでいつでもどこでも
授業を受けることができます。また、全国の学習センター等に備えてあるＤＶＤ、
ＣＤ等でも視聴できます。

日時

場所

参加費

開催内容

（１）矯正展示コーナー

　　ア　文芸作品の展示

　　イ　職業訓練実施VTR

　　ウ　施設内見学

　　エ　協力雇用主の案内、募集

（２）性格検査体験コーナー

　　専門の心理技官による性格検査

（３）地震体験コーナー

　　起震車による地震体験

（４）更生保護女性会によるバザー

　高知県宅建協会では、一般消費者を対象として、不動産・住まいに
関する問題等について、専門の相談員がお答えする「不動産に関する
無料相談」を毎週火曜日・金曜日に開催しております。
定期的な相談とは別に、高知県下を巡回する相談を９月に香南市野
市町で開催しますので、ご相談ください。

看護職員募集のお知らせ

問合先

公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

　住所　高知市上町１丁目9-1

　電話　０８８-８２３-２００１(代)

平成30年
　①劇で学ぶ糖尿病

　②健康講座「糖尿病バランス食について」
内容

不動産に関する無料相談

・本学所定の履歴書（自筆、３ヵ月以内に撮影した写真貼付）

・２０１９年度採用試験調査票（本学所定の様式）

高知大学医学部附属病院

面接

第３回　１２月　１日（土）

試 験 場

２０１９年 ４月 １日

・助産師又は看護師の免許所有者

・２０１９年４月助産師又は看護師免許取得予定者

・交代制勤務ができる者

採用予定日

応募資格

第３回　１０月２２日（月）～１１月　５日（月）

第２回　　８月２０日（月）～　９月１０日（月）

募集人員

募集期間

第２回　１０月　６日（土）
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お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

・上記書類を募集期間内に郵送又はご持参ください。

・封筒表面には「2019年度看護職員応募書類在中」と朱書

してください。

・卒業見込みの者は、各養成機関などでできるだけ取りま

とめのうえ、ご送付ください。

応募方法

〒783-8505　高知県南国市岡豊町小蓮

　高知大学医学部・病院事務部総務企画課人事係

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：井手

　TEL　088-866-5811（内線22141）

　　　   088-880-2224（人事係直通）

月

提出書類 ・卒業見込証明書、成績証明書（看護師等養成機関に在学中

の方のみ）

書類送付先

５０名程度

※採用当初は任期付きの常勤職員（毎年度ごとの有期雇用）

　勤務状況等を考慮のうえ、任期のない職員への採用制度あり

・【免許所有者】助産師・看護師及び准看護師の免許証(写)

助産師・看護師

試 験 日

試 験 内

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
0

8

8

7
‐
3

3
‐
2

1

1

4

❑申込み先／芸西村保健センター ☎３３－４１５６

芸西村役場健康福祉課 ☎３３－２１１２

芸西村地域包括支援センター ☎３３－４２３５

ト

出願期間

第１回募集：6/15～8/31(必着)

第２回募集： 9/1～9/20(必着)

資料請求・詳細はホームページにて
放送大学 検索 http://www.ouj.ac.jp/

詳しくはホームページ、もしくは最寄りの学習センターへ

あなたのそばに学習センター
出願前のご相談、見学だけでも歓迎。お気軽にお越しください。

(電話相談も受付けています)

放送大学高知学習センター TEL 088-843-4864


