
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
固定資産税 土佐琴ケ浜バイカーズミーティング 土佐琴ケ浜バイカーズミーティング 参観日・PTA総会

前納・第１期 琴ケ浜 琴ケ浜 学級懇談【小学校】13:00～

軽自動車税　全期 （代休は5月27日[金]）

栄養教室  9:00～ 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

【福祉館】

遠足(小学校)
予備日なし

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ

8 9 10 11 12 13 14
　　母の日 親子バス遠足 人権･行政相談

【幼稚園】 【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

15 16 17 18 19 20 21
村民交通安全の日 健口講座 ほっとママクラブ 県民交通安全の日 ふれあい地引網

【長谷寄ふれあいセンター】 【保育所】10:00～11:30 【琴ヶ浜野外劇場前】

栄養教室  9:30～ 10:00～11:30 健口講座 親子バス遠足 9:00～12:30（雨天時5/28）

【瓜生谷コミュニティーセンター】 【琴ヶ浜ふれあいセンター】 【保育所】

13:00～14:30

通学路安全の日
（6年PTA）

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
乳児健診【保健センター】 心配ごと相談所 犬の登録9:30～15:00 小学校代休（5/7の代休） 村長杯ゴルフ大会

受付12:45～13:00 【保健センター】 狂犬病予防注射 健口講座

健口講座
10：00～12：00/13：00～15：00

【ほっとハウス】

【あったかふれあいセンター】 栄養教室 10:30～ 14:00～15:30

14:00～15:30 【あったかふれあいセンター】

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

29 30 31

健口講座

【馬ノ上ふれあいセンター】

13:00～14:30 3
可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル

水 木 金 土

1 2 3 4
人権相談 健口講座 中学校代休(6/12の代休)

【村民会館】10:00～15:00 【和食ふれあいセンター】

栄養教室 10:30～ 13:00～14:30

【琴ヶ浜ふれあいセンター】

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
健口講座 栄養教室 10:30～ 地域交流会

【瓜生谷コミュニティーセンター】 【長谷寄ふれあいセンター】 あじさいツアー
13:00～14:30 9：30～11：30

【雨天14日に順延】

てんぷら油収集日 【幼稚園】

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
道徳参観日【中学校】 健口講座 村民交通安全の日 参観日【小学校】

（代休は6月3日[金]） 【福祉館】 栄養教室 10:30～ 通学路安全の日
10:00～11:30 【ほっとハウス】 (5年PTA)
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
芸西村環境の日 県民交通安全の日 家族参加日【幼稚園】 心配ごと相談所 ほっとママクラブ
 　　　父の日 9:10～ 【保健センター】 【保育所】10:00～11:30

10：00～12：00/13：00～15：00

離乳食教室<要予約>

栄養教室 10:30～ 【村民会館】10：00～

【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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

26 27 28 29 30 7/1
1歳6カ月・3歳児健診 村県民税

【保健センター】 栄養教室　10:30～ 前納・第１期
受付12:45～13:00 【馬ノ上ふれあいセンター】 体育会長杯ビーチ 体育会長杯ビーチ

ボールバレー（1日目） ボールバレー（2日目）

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

高齢者給食
サービス

津田クリニック
３4-1195

芸西病院
３３－３８３３

修学旅行 小学6年生 24日～26日

高齢者給食サービスは
６月～９月までお休みです

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

安芸クリニック
35－3575

まつうら内科消化器科
３５－８１２７

栄養教室・健口講座
のお問い合わせは

地域包括支援センター
℡３３-２２４５まで

芸西病院
３３－３８３３

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

芸西オルソクリニック
33-3503

森澤病院
３４－１１５５

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

◆児童相談◆
毎週木曜日
保健センター２階
9:00〜12:00

納期限

集団宿泊訓練 小学5年生 ２3日～２4日



   

日 程 場 所 時　　間

琴ケ浜ふれあいセンター駐車場   9：30～10：00

旧土佐あき農協長谷寄出張所 10：15～10：45

第２香南くろしお園前 11：00～11：30

馬ノ上ふれあいセンター前 13：15～13：45

役場北側駐車場 14：00～15：00

料 金

新規登録 ６，１００円　　登録と注射

登録済の犬 ３，１００円　　登録のみ　

　

〇 式典日時

〇 会場

〇 参加資格

〇
申 込 方 法

〇 申込締切

5月26日(木)

平成２８年9月1日（木）午後2時開始

ホテルタマイ（安芸市）※芸西村の方の会場

昭和４１年1月1日から同年12月31日までに
婚姻届けをしている高知県在住のご夫婦
（それ以前の届け出でも初めて申し込む方は可）

1．申込用紙※　または便箋に

①氏名<ふりがな記入>、②生年月日、③年齢、④職業、
⑤郵便番号、⑥住所、⑦電話番号、⑧結婚記念日
⑨氏名等の新聞掲載可否　を漏れなく記入
 
 　上記を　　〒780-8666　高知市本町3-2-15
　　高知新聞企業　事業企画部「金婚式」係
　　あてに郵送またはご持参ください。

◇代理で申し込む際は、必ず参加ご夫婦の同意を得たうえで
　申込みを。その際、記入者の氏名、ご夫婦との関係、電話
　番号（携帯電話含む）をご記入してください。

※「申込用紙」は高知新聞企業ホームページ
（http://www.kochi-sk.co.jp/kinkon/）からもダウン
ロードできます。

平成２８年６月２０日（月）※必着

平成28年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
0
8
8
7

‐
3
3

‐
2
1
1
1

◆空き家再生等推進事業のご案内◆

芸西村が借り上げ可能な

「空き家」はありませんか？
村では平成26年度より「空き家再生等推進事業」を実施しています。

空き家再生等推進事業とは、村内にある空き家を活用し、移住者の

受け入れのための住宅を確保することで、移住促進を図り、一方で

住宅の耐震化や長寿命化を図ろうとするものです。そこで、当村では

当事業を導入する空き家を募集します。

活用可能な空き家を所有されている方は、下記の窓口までお問い

合わせください。

また、ご近所に活用できそうな空き家がありましたら、下記の連絡

先まで情報をお寄せください。

◇空き家再生等推進事業の概要について

・個人所有の空き家を村が１０年間借上げます。

・借上げ期間中に、村負担で空き家をリフォームし、村が管理します。

・リフォーム後に村が管理する空き家は、移住者向けの賃貸住宅と

して活用します。

・村との賃貸借契約満了後、１１年目以降の空き家の用途は、所有者

の自由です。

申込期間：平成２８年５月９日（月）～平成２８年５月２７日（金）まで

❑お問合せ先／ 経済建設課 担当者：池田 ☏３３－２１１３

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

犬は、生涯一度の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けら

れています。都合のよい集合注射場所へ是非お出かけください。なお、

犬の健康状態が心配な方や、現在治療中の方は、掛かりつけの獣医

師で接種してください。

母子手帳を確認してわからない

ことありましたら、保健センターに

お問い合わせを！

❑お問合せ先／芸西村役場 健康福祉課 ☏３３－２１１２

肺炎球菌によって起こる肺炎などの感染症を防ぐワクチンです。

4月１日から、下記の条件に該当する方が対象です。強制される

予防接種ではありませんが、定期接種の対象となる(自治体から

補助金が出る)のは生涯で１年間だけです。５年後は対象となりま

せんのでご注意ください。

高齢者肺炎球菌の予診票は、役場の健康福祉課窓口で

個別に発行 しています。

※詳細については、４月末に対象の方に送付したお知らせをご確認い

ただくか、下記担当までお問合せください。

定期接種対象者
◎過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種済の方は対象となりません。

平成２７年度の末日（平成２８年３月３１日）に

64歳（昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生）

69歳（昭和21年4月2日生～昭和22年4月1日生）

74歳（昭和16年4月2日生～昭和17年4月1日生）

79歳（昭和11年4月2日生～昭和12年4月1日生）

84歳（昭和 6年4月2日生～昭和 7年4月1日生）

89歳（大正15年4月2日生～昭和2年4月1日生）

94歳（大正10年4月2日生～大正11年4月1日生）

99歳（大正 5年4月2日生～大正 6年4月1日生）

接種日時点で60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓、呼吸器、

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級相当の障害のある方

◆役場窓口で手続きに必要なもの

・ご印鑑（認め印） ・ご本人確認書類（免許証、保険証など）

❑お問合せ先／ 健康福祉課 担当者：西岡 ☏３３－２１１２

第59回金婚夫婦祝福式典

❑お問合せ先／ ㈱高知新聞企業「金婚式」係 ☎０８８－８２５－４３２８

高齢者肺炎菌ワクチン予防接種のご案内

犬のふんは

必ず飼い主

が始末しま

しょう！

森林環境税について
個人県民税（均等割年額）には、森林環境税５００円が含まれ

ています。

森林環境税は、「森林環境の保全」のための事業や「県民参加

の森づくり」を進めるための事業等に活用されます。

■税に関する問合せ先：高知県総務部税務課

☏ 088-823-9308

■使途に関する問合せ先：高知県林業振興・環境部

林業環境政策課

☏ 088-821-4586

日本脳炎の予防接種の特例措置について

平成17年5月より、定期予防接種としての日本脳炎ワクチン接種の

積極的勧奨を差し控えていましたが、厚生労働省より通知があり、

平成22年4月から日本脳炎の予防接種を再開しています。接種の機会

を逃している方への特例措置として以下の対応を行っています。

対象者の生年月日によって、接 種 期 間 等 に違いがありますので、

ご注意ください。予診票をなくされた方は保健センターで再発行します。

①対象者：平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方

対象期間（公費(無料)での接種可能年齢）：20歳の誕生日の前日まで

の期間

接種回数：合計４回のうち、未接種分の回数

接種費用：無料

②対象者：平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方

対象期間（公費(無料)での接種可能年齢）：9歳以上13歳の誕生日の

前日までの期間

接種回数：１期３回のうち、未接種分の回数

接種費用：無料

特例①対象者の方には、18歳になる年度に第2期の予診票を順次送付して

います。すでに第１期の予防接種が終了しており、第２期の接種を希望

される方は、予診票を発行しますので保健センターに連絡をお願いします。

❑お問合せ先

芸西村保健センター

担当 篭島

☏３３－４１５６


