
水 木 金 土

1 2 3 4
始業式(幼・小・中)
シェイクアウト訓練 10:00～

子宮がん・乳がん検診

(事前予約制)

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池　 可燃ごみ・生ごみ

5 6 7 8 9 10 11
レクリエーション交流会 二十四節気 レクリエーション交流会 弁当の日【幼・小・中】

【ほっとハウス】9：30 白露(はくろ) 【琴ヶ浜ふれあいセンター】11：00

レクリエーション交流会

【あったかふれあいセンター】10：20 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

12 13 14 15 16 17 18
レクリエーション交流会 村民交通安全の日 塩ビパイプ回収

【福祉館】10：30 レクリエーション交流会 【集出荷場】8：00～10：00

【あったかふれあいセンター】14：00 【長谷寄ふれあいセンター】9：30

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

19 20 21 22 23 24 25
敬老の日 県民交通安全の日 秋分の日 レクリエーション交流会

二十四節気 【馬ノ上ふれあいセンター】10：00

秋分(しゅうぶん)
特別ごみ収集日

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 可燃ごみ・生ごみ

26 27 28 29 30
ポリフィルム回収 ポリフィルム回収 ポリフィルム回収(西分・長谷寄地区) 塩化ビニール回収

(和食地区) (馬ノ上地区) 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00

【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 9/29・30　ロコモ予防教室【村民会館】

乳児健診【村民会館】 9/29・30　健診結果説明会【村民会館】

(対象者には個別にお知らせ) 9：00～11：30、13：00～15：00

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　　

金 土

1 2

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
二十四節気

寒露(かんろ)

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
地震津波避難訓練【中学校】 村民交通安全の日

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

17 18 19 20 21 22 23
大腸がん検査容器回収 おもてなし一斉清掃 県民交通安全の日 二十四節気
【村民会館】7：30～9：00 9：00～10：00 霜降(そうこう)

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
1歳6ヶ月・3歳児健診

【R2.1.1～R2.4.30生】、【H30.2.1～H30.5.31生】

【村民会館】

(対象者には個別にお知らせ)

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

31

レクリエーション交流会
【和食ふれあいセンター】 10：20

１３～１４日 【村民会館】 １４日

特定健診・若年健診・健康診査 胃がん検診

結核・肺・大腸・前立腺がん検診 【事前予約制】

秋の全国交通安全運動週間
9/21～9/30

宇都宮内科
32-0500

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

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日
【村民会館２階】
10:00～12:00

津田クリニック
34-1195

お子さんの心配事は
ありませんか？

介護保険料 3期
国民健康保険税 3期

後期高齢者医療保険料 3期

EASTマリンクリニック
34-0003

森澤病院
34-1155

納期限
9/30

「観月の宴」は、

今年度中止となりました。

「竹灯りの宵」は１２月

に期間開催の予定です。

村県民税 ３期

国民健康保険税 ４期

介護保険料 ４期

後期高齢者医療保険料 4期生涯学習振興週間

【生涯学習館】

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

芸西病院
33-3833

まつうら内科消化器科
35-8127

生涯学習振興週間
10/30～11/6
【生涯学習館】

高知県 みんなで参加!!

シェイクアウト訓練!!

実施日時：令和3年9月1日(水)午前10時(※村内放送でお知らせします)

シェイクアウト訓練とは？
その場で ①姿勢を低く、②頭を守り、③動かないという安全を確保する
行動をとる訓練です!※３つの行動を１分間実施しましょう!
〇お問合せ先〇 芸西村役場 総務課 植田 電話：33-2111

23日は生涯学習館・図書

館は清掃のため休館です。

森澤病院
34-1155

深谷内科
33-2401

森澤病院
34-1155

納期限
11/1



申し込み資格

①所得が一定の範囲未満である方
(所得の計算方法はホームページに掲載しています)
②自ら居住するために住宅を必要とする方
③入居及び同居者、連帯保証人に税の滞納がない方
④入居者及び同居者が暴力団員でない方

左の①～④項目の他に次の項目が加わ
ります。
⑤40歳未満の夫婦のみの世帯または40
歳未満の夫婦と子どもの世帯(夫婦は婚
姻予定者含む)

和食甲1634番地1 西分甲3979番地1 西分甲3979番地1

野神団地２
(※共同住宅タイプ)

西の岡団地
(※共同住宅タイプ)

西の岡団地２【若者定住支援住宅】
(※共同住宅タイプ)

家賃 所得によって決定となります。

募集戸数 1戸(103号室) 1戸(222号室)

1戸当たりの居住面積 42.8㎡(2K) 67.3㎡(3DK)

1戸(321号室)

70.3㎡(3DK)

場所

団地名

１２月６日(月)
子宮頸がん検診 ２０歳以上の女性(２年に１回) 500円
乳がん検診 ４０歳以上の女性(２年に１回) 500円

１０月１３日(水)
・

１０月１４日(木)

国保加入者４０歳～７４歳

健診を受ける機会がない３０歳～３９歳

７５歳以上

４０歳以上の男女

300円

胃がん検診(バリウム検査) ４０歳以上の男女 500円

前立腺がん検診

無料

無料

無料

無料

300円

月　  日 検　診　種　目 対　象　者 自　己　費　用

募集日程課程 選考区分 募集人員

４０歳以上の男女

５０歳以上の男性(２年に１回)

特定健診

若年健診

健康診査

肺がん・結核検診

大腸がん検診

１０月１４日(水)

基礎課程

専攻課程

推薦

一般
前期

後期

10名程度

10名程度

(推薦試験)
申請期間
令和3年8月27日(金)～9月27日(月)
選考日
令和3年10月16日(土)
(一般前期試験)
申請期間
令和3年10月18日(月)～11月12日(金)

選考日
令和3年11月27日(土)
(一般後期試験)
申請期間
令和4年1月17日(月)～2月4日(金)
選考日
令和4年2月19日(土)

推薦
森林管理コース5名程度
林業技術コース5名程度
木造設計コース5名程度

一般
前期 森林管理コース5名程度

林業技術コース5名程度
木造設計コース5名程度後期

9
・
10

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和3年

募集期間 令和３年１０月１日(金)～令和３年１２月３日(金)

募集案内

配布場所

芸西村教育委員会

高知県教育委員会事務局高等学校課

高知国際中学校夜間学級

※高知県教育委員会のホームページからダウンロード

もできます。

夜間中学の生徒を募集します!

内　　容

　令和３年4月に高知県立高知国際中学校夜間学級
(夜間中学)が開設されました。
　中学校の卒業資格がほしい方、もう一度中学校の
学習を学び直したい方のための、高知県初の公立中
学校夜間学級です。
　学校の場所は、ＪＲ高知駅から徒歩約８分(高知市
新本町)の所です。
１０月１日から、令和４年４月に入学する生徒の募
集を開始します。

対　　象

高知県内にお住いの義務教育の年齢を超えた
方で、国籍にかかわらず、３年間続けて通学
できる方のうち
・小学校や中学校を卒業していない方
・中学校を卒業した方のうち、不登校や病気
等の理由で十分学校に通えなかった方

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
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3
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1
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労働保険のお知らせ

10月の集団健診（検診） 場所 芸西村村民会館
◆令和3年度の日程は芸西村保健事業予定表をご覧いただくか、詳しくは、保健センター☎33-4156までお問合せください。

村営住宅入居者募集のお知らせ

村営住宅入居者について右記のとおり

募集します。

【募集受付期間】

令和3年9月1日(水) 8時30分～

令和３年9月14日(火) 17時00分まで

【申し込み及びお問合わせ先】

芸西村役場 産業振興課 足達

電話：0887-33-2113

※申込書類一式は産業振興課に準備

しています。また、芸西村のホームページ

にも申請書類・各部屋の写真を掲載して

います。

高知県立林業大学校の教育理念や特色を理解し、林業、

木材産業、木造建築の各分野で、生涯にわたって活躍できる人材を

日本全国から受け入れます。

※後期試験は前期試験で合格者が募集人員に達した場合には実施しません。

・受験資格 令和4年4月1日時点で18歳以上の者など

・研修期間 1年間

・研修料 年額130,680円(税込)

・各課程紹介

【基礎課程】

林業に携わるうえで必要な森林・林業等に関する知識や技術を習得し、林

業現場で即戦力として活躍することを目指す人

【専攻課程】

■森林管理コース

森林GＩＳの活用や森林施業プラン書の作成などの森林・林業等に関する専

門的な知識や技術を習得し、林業経営の中核を担うことを目指す人

■林業技術コース

高性能林業機械のメンテナンスや架線集材、作業道開設などの効率的な作

業システム等の知識や技術を習得し、林業技術のエキスパートを目指す人

■木造設計コース

木造の建築計画・設計のスキルをはじめ、森林や林業、木材の性質、木質

構造、環境性能、インテリアデザインに至るまで幅広い知識や技術を習得し、

木材の利用拡大を目指す人

・特徴

最大165万円の給付金制度あり

チェーンソーや林業機械など現場実務で必要となる各種資格を取得可能、

就職活動の一環として、インターンシップを実施

研修生1人1人に合わせた親身な就職支援、これまでの就職率99％以上

◇申込み・お問合わせ先

〒782-0078 香美市土佐山田町大平80 高知県立林業大学校

ＴＥＬ：0887-52-0784 ＦＡＸ：0887-52-0788

MAIL:030208@ken.pref.kochi.lg.jp

HP:https://kochi-forestry.ac.jp

高知県 夜間中学 検索

芸西村健康づくり婦人会より

『複十字シール募金のお願い』

私たちは、世界中から結核を中心として、肺がんや慢性閉塞性肺疾患をふく

む胸部に関する呼吸器疾患をなくし、健康で明るい社会をつくるため、公益財

団法人結核予防会が進めている複十字シール運動を実施しています。

結核は昔の病気ではありません。日本でも、１日に４０人が発病し、６人が亡

くなっている重大な感染症です。そこで、皆様にこの運動の趣旨をご理解いた

だき、あたたかいご支援とご協力をお願い申し上げます。

収益金は、結核の正しい知識の普及啓発活動や開発途上国の結核対策支援

等に活用されています。

１０月初旬より芸西村健康づくり婦人会会員が、各部落へ募金のご協力のお

願いに伺いますので、どうぞよろしくお願いします。

令和２年度の収益金 １８１,７３６,４８０円

お問合わせ先：芸西村保健センター TEL：３３ー４１５６


