
金 土

1 2
成人式【村民会館】

13:00～15:00

プール営業時間

12:00～17:00（16:00受付終了） プール営業時間

日 月 火 水 木 プール村内65歳以上無料 12:00～17:00（16:00受付終了）

3 4 5 6 7 8 9

役場仕事はじめ 交通安全街頭指導日 新春タコの山のぼり

始業式【幼・小・中】 【役場集合】9:45

プール営業時間 プール通常営業 プール村内65歳以上無料

12:00～17:00（16:00受付終了） 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
成人の日 人権･行政相談 芸西村交通安全の日 凧あげ大会

【村民会館】10:00～15:00
ほっとママクラブ 【和食川河口導流堤】

【保育所】10:00～11:30 13:00～

特別収集日 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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

17 18 19 20 21 22 23

新入児体験入学 県民交通安全の日 通学路安全の日 小学生親子スキー・
【小学校】 スノーボード教室

プール女性サービスデ—
【鳥取県大山スキー場】

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 (12:00～15:00)

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

24 25 26 27 28 29 30
乳児健診 心配ごと相談所

【保健センター】受付12:45～13:00

【保健センター】

31
10：00～12：00/13：00～15：00

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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

3

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
ほっとママクラブ（豆まき） 村内一斉防災訓練

　　国保税第7期
【保育所】10:00～11:30 10:00～

　　村県民税第4期 消防初午駅伝

　　介護保険料第7期
15:30スタート

後期高齢者医療保険料
第7期 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

7 8 9 10 11 12 13 17

建国記念の日 一日入園10:00～11:30

入園説明会14:00～15:45

【幼稚園】

プール村内小中学生無料

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

14 15 16 17 18 19 20
芸西村地区対抗駅伝 芸西村交通安全の日 離乳食教室【要予約】 通学路安全の日 一日参観日

14:00　スタート 　【村民会館】 10:00～ 【小学校】

ほっとママクラブ
【保育所】10:00～11:30 プール村内65歳以上無料

プール村内小中学生無料 てんぷら油　特別収集日

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

21 22 23 24 25 26 　27
県民交通安全の日 1歳6ヵ月・3歳児検診 心配ごと相談所 入所説明会０歳児 入所説明会1～3歳児

小学校代休
【保健センター】受付12:45～13:00

【保健センター】 【保育所】13:30～ 【保育所】9:30～
　　  国保税第8期

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 参加日【幼稚園】
10：00～12：00/13：00～15：00

  固定資産税第4期
28 29 新入児保護者説明会   介護保険料第8期

【小学校】 プール女性サービスデ—  後期高齢者医療保険料

プール村内小中学生無料 (12:00～15:00)                  第8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

津田クリニック

３4-1195

芸西病院
３３－３８３３

森澤病院

３４－１１５５

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

ふれあいセンター

ほっとハウス
開館１月4日～

納期限

プ

森澤病院

３４－１１５５

つつい
脳神経外科

３４－０２２１

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

海水健康プール芸西
年末年始の営業時間のお知らせ
12月30日（水）12:00～17:00（16:00受付終了）
12月31日（木）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 1日（金）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 2日（土）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 3日（日）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 4日（月）から通常営業

〇ご注意ください〇

平成28年2月までの営業時間は

午後8時（午後７時受付終了）となっています

◆児童相談◆
毎週木曜日
保健センター２階
9:00〜12:00

１２⽉１０⽇（⽊）〜１⽉９⽇（⼟）まで

年末年始の交通安全運動

納期限納期限

2月29日
納期限

EAST･マリン･
クリニック
34-000３

芸西オルソクリニック
33-3503

森澤病院

３４－１１５５

芸西病院

３３－３８３３

安芸クリニック
３５－3575

東部美術展【村民会館】1/29～2/1

10:00～16:00

宇都宮内科
３２－０５００

まつうら内科

消化器科

３５－８１２７

森澤病院

３４－１１５５

図書館
開館１月5日～



   【芸⻄保育所】
対象園児： 平成22年4月2日以降生まれの保育が必要な児童

提出書類： 提出書類一式は芸西村教育委員会でお渡しします。

受付期間： 平成２８年１月６日（水）～1月１９日（火）　午後５時必着 

入  所 日： 平成28年4月5日（火）

（注意） 年度の途中月に入所を考えられている方も、 

    上記〆切日までに申し込みをお願いします。 

(書類は、芸西村教育委員会でお渡しします)

※受付後、保育の実施基準により審査し、実施基準に該当しない場合や

定員超過の場合は入所できないことがあります。あらかじめご了承ください。

【芸⻄幼稚園】
対象園児：

提出書類： 提出書類一式は芸西村教育委員会でお渡しします。

受付期間： 平成２８年１月６日（水）～１月１９日（火）　午後５時必着 

入  園 日： 平成28年4月7日（木）

平成２８年２月１日（月） 午前１０時～

平成２８年２月２日（火） 午前１０時～

平成２８年２月３日（水） 午前１０時～

平成２８年２月４日（木） 午前１０時～

❑お問合わせ先／ 　健康福祉課　住基係　　☎33-2112

場　　所 日　　　　　時

長谷寄ふれあいセンター

おかばやし　てるお
戦没者遺族相談員

岡林　輝男

松原ほっとハウス

和食ふれあいセンター

馬ノ上ふれあいセンター

琴ケ浜ふれあいセンター 平成２８年２月９日（火） 午後１時３０分～

戦没者遺族相談委員　任命
任　期：平成27年10月1日～平成29年9月30日

下記のとおり相談員が任命されました。
ご相談の際は、まず役場までご連絡ください。

氏名 担当地区

安芸市
芸西村

平成22年4月2日～平成24年4月1日生まれで芸西村に住所のある児童

平成2８年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課
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地域での福祉に関する話し合いの場として、ふくし懇談会を下記日程で開催いたし

ます。今回は、〝介護予防について″ をテーマに意⾒交換会を⾏いたいと思いま

す。

どなたでも参加いただけます。ぜひお誘いあわせのうえご参加ください。

平成28年度入所入園

園 児 募 集

❑お問合わせ先／教育委員会 ☎33-2400

❑お問合わせ先／地域包括支援センター ☎３３－２２４５

健康福祉課 ☎３３－２１１２

『相続登記はお済みですか月間』
高知県司法書士会開催 無料法律相談会

高知県では高齢化が進み、県全体において、特に山間部におい

ては 過疎化が深刻になっています。そして、不動産につきましても

相続登記が未了のままで、誰が所有者か分からない 事態も生じて

おり、権利関係の 紛争や行政手続きに関する支障が問題になって

います。

高知県司法書士会 （ 会長 黒石栄一 ） では、２月の１ヵ月間を

「 相続登記はお済みですか月間 」 と定め、下記のとおり無料法律

相談会を実施します。

相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する

相談に応じ、適切なアドバイスを行います。

◆日時 ： 平成２８年２月５日（金）１０：００～１５：００

◆場所 ： 高知市 高知県立県民文化ホール３階 第３多目的室

安芸市 安芸市総合社会福祉センター

１階相談室・２階小会議室

南国市 南国市役所４階 大会議室

須崎市 須崎市役所 総合保健福祉センター２階

会議室１

四万十市 フジグラン四万十２階

フードコート横イベント広場

◆予 約： 不 要

◆相談例：登記名義人が先々代のままです。

パートナーに全財産を相続させたいのですが…。

相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができ

ない。 など

❑お問合わせ先／ 高知県司法書士会

TEL：088-825-3143 FAX：088-824-6919

E-mail k.shiho-shoshikai@nifty.com

＜住所＞〒780－0928 高知市越前町二丁目6番25号

❑お問合わせ先／ 健康福祉課 ☎33-2112

ふくし懇談会の開催について

登記手続相談予約制を利用される皆様へ

高知地方法務局安芸支局では、登記手続相談を月・火・木曜日に

予約制により実施しています。

登記手続相談を利用される場合は、あらかじめ電話等で相談の

予約をお願いします。

なお、相談時間は30分以内で、相談料は無料です。

❑予約・お問合わせ先／高知地方法務局 安芸支局

安芸市矢ノ丸二丁目1番6号 ☎35-2128

あて所不明、郵便局での保管期間経過、受取り拒否及び転送届を

郵便局に出している方の通知カードは、村に返戻されます。

返戻のあった通知カードは、健康福祉課窓口でお受け取りいただく

ことが可能です。

返戻された通知カードは、約3カ月保管しています。お受け取りでき

なかった方は、下記までお問い合わせください。

❑お問合わせ先／ 健康福祉課 住基係 ☎33-2112

マイナンバー

通知カードが受け取れなかった場合について

放送大学 ４月生募集のお知らせ

放送大学では、平成２８年度第１学期（４月入学）の学生を募集

しています。

放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用して授業を

行う通信制の大学です。

働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、

様々 な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。

心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を

学べます。

■出願期間は第１回は２月２９日まで、第２回は３月２０日まで。

資料を無料で差し上げています。

お気軽に、放送大学高知学習センター（☎088-843-4864）まで

ご請求下さい。放送大学ホームページでも受け付けております。

やっておこう！ 家具や家電の固定！！

村では、全世帯を対象に家具固定に対する補助を行って

います。器具と取付費両方が補助対象となっています。

限度額は、1万円。対象は村内の全世帯となっています。

【活用方法】

器具や取付費用の分かる領収書と補助金の振込み

先の口座（通帳など）、印鑑を持参してください。

内容を確認して後日振込となります。

❑お問合わせ先／ 総務課 ☎33-2111


