
金 土

1 2
遠足(小学校)

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
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 親子バス遠足 参観日・PTA総会

琴ケ浜 琴ケ浜 【幼稚園】 講演会【小学校】8:45～

（代休は5月29日[金]）

特別収集日 海水健康プール休館

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ プール村内小中学生無料 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

10 11 12 13 14 15 16
春の全国交通安全 人権･行政相談 村民交通安全の日 ふれあい地引網

運動始まる（～20日まで） 【村民会館】10:00～15:00 親子バス遠足 【琴ヶ浜野外劇場前】

遠足予備日（小学校） 【保育所】 9:00～12:30（雨天時5/23）

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

17 18 19 20 21 22 23
県民交通安全の日 通学路安全の日 ほっとママクラブ

（6年PTA） 【保育所】10:00～11:30

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 プール女性サービスデー

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・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【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（5/9の代休）

受付12:45～13:00 【保健センター】 狂犬病予防注射
10：00～12：00/13：00～15：00

31
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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

納期限

3

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
人権相談 中学校代休(6/14の代休)

【村民会館】10:00～15:00

固定資産税
前納・第１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 ビン・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
マイ弁当の日 地域交流会

あじさいツアー
9：30～11：30

【雨天12日に順延】
【幼稚園】

プール村内小中学生無料 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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20
道徳参観日【中学校】 村民交通安全の日 参観日【小学校】

（代休は6月5日[金]） 通学路安全の日

(5年PTA)
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 ビン・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
芸西村環境の日 県民交通安全の日 1歳6カ月・3歳児健診 心配ごと相談所 ほっとママクラブ 村長杯ゴルフ大会

【保健センター】 【保健センター】 【保育所】10:00～11:30

受付12:45～13:00 10：00～12：00/13：00～15：00 体育会長杯ビーチ 体育会長杯ビーチ

家族参加日 ボールバレー（1日目） ボールバレー（2日目）
【幼稚園】9:15～12:10

人権教育研究協議会総会

プール村内小中学生無料 プール女性サービスデー

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

28 29 30

村県民税
前納・第１期

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル

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 26日～28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

森澤病院
３４－１１５５

まつうら内科消化器科
３５－８１２７

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

納期限

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

修学旅行 中学2年生 19日～22日

納期限

集団宿泊訓練 小学5年生 ２４日～２５日

海水健康プール祝日営業



憩ケ丘コーポ　　芸西村和食甲4501番地

   　1戸 （131号室）

76.28㎡（３ＬＤＫ）

３６，０００円

・　所得が一定の範囲以上である方

・　自ら居住するために住宅を必要とする方

・　同居親族のある方

・　本人及び同居者の税金の滞納がない方

・　本人及び同居者が暴力団員でない方

　平成２７年５月１日（金）～５月１５日（金）

日　　　時

平成２７年６月　２日（火）　午前１０時～

平成２７年６月　４日（木）　午前１０時３０分～

平成２７年６月　５日（金）　午前１０時３０分～

平成２７年６月　５日（金）　午後２時～

平成２７年６月１０日（水）　午後２時～

　

○ 式典日時 平成２７年9月1日（火）午後2時開始

○
会場 ホテルタマイ（安芸市）※芸西村の方の会場

○ 参加資格

日 時間 場所

○ 申 込 方 法
6/14（日） 9：00～12：00

高知共済会館 3Ｆ 桜

（高知市本町5丁目3-20）

6/15（月） 18：00～21：00
高知共済会館  4Ｆ  浜木綿

（高知市本町5丁目3-20）

6/17（水） 13：30～16：30
安芸市民会館  2Ｆ 4号室

（安芸市矢ノ丸3丁目12）

6/17（水） 18：00～21：00
安芸市民会館　2Ｆ 4号室

（安芸市矢ノ丸３丁目12）

6/23（火） 13：30～16：30
四万十市中央公民館2Ｆ研修室Ⅰ

（四万十市右山五月町8-22）

6/23（火） 18：00～21：00
四万十市中央公民館2Ｆ研修室Ⅰ

（四万十市右山五月町8-22）

○ 申込締切 平成２７年６月２２日（月）※必着 ❑お問合せ／　高知県の出会い・結婚・子育て応援コーナー

　☎０８８－８２１－８０８０　　　FAX０８８－８２１－８１００
E-mail：kochike.ouen@pony.ocn.ne.jp 

ほっとハウス

馬ノ上ふれあいセンター

和食ふれあいセンター

琴ケ浜ふれあいセンター

長谷寄ふれあいセンター

場　　所

申 込 資 格

募 集 受 付 期 間

場 所

募 集 戸 数

１戸当の居住面積

家 賃

 申込締切　　平成27年6月11日（木）

昭和４０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※

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
を記入（便箋可）
 
 　上記を　　〒780-8666（住所不要）
　　㈱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。

※「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27年
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❑お問合せ先／高知県 林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）

☏088－821－4602 安芸森林事務所 ☏0887-34－1181

１０年後、日本は3人に1人が６５歳以上、5人に1人が７５歳以上になると

言われています。進行する高齢化社会に向けて持続可能な介護保険制度

とするために、大幅な改正がなされました。

今回は、平成２７年度から変わる介護保険料と介護保険制度の内容に

ついて説明と意見交換会を行いたいと思います。

どなたでもご参加いただけます。ぜひお誘いあわせの上ご参加ください。

ふくし懇談会の開催について

村営住宅入居者募集

❑お問合せ先／芸西村役場 経済建設課 住宅係 ☏33-2113

ご存知ですか？

平成27年度間伐事業等の支援制度

国及び県では、森林環境整備のための伐採等に対しての補助制度が

あります。

①施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業
■造林事業（国庫事業）

■森林整備加速化事業（未利用間伐材利用促進対策）（国庫事業）

※搬出間伐（新たな事業）

■みどりの環境整備支援交付金（県事業）

②自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む）
■緊急間伐総合支援事業（県事業）

③再造林及び被害防護施設等に対する支援制度
■森林資源再生支援事業（県事業） ※下刈り[隔年]（新たな事業）

注意！：上記の事業を実施した場合には転用制限期間（5年又10年)

がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを計画する

場合は、必ず下記の問い合わせ先へ連絡してください。

第58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

芸西村プレミアム商品券 販売は・・・

残りわずかです!! 芸西商工会

平日8:30～17:00
発行部数に限りがあり、売り切れ間近です。 ☏ 33-2118

❑お問合せ先／芸西村役場 企画振興課 ☏ 33 -2114

～ ６５歳以上のみなさまへ、

基本チェックリストをお送りします ～
５月上旬に、６５歳以上の方（介護認定を受けられている方、入院中の

方は除きます。）に、基本チェックリストをお送りします。

基本チェックリストは、生活機能（体や精神の働き、日常生活動作や

社会での役割など）が低下していないかを、毎年チェックします。

基本チェックリストにより、将来介護や支援が必要となるおそれが高い

とされた人には、村が行う介護予防事業のご案内をします。

ご協力よろしくお願いいたします。

❑お問合せ／芸西村役場 健康福祉課 担当：宅間 ☏33-2112

芸西村地域包括支援センター ☏33-2245

婚活イベントでの独身者を支援する

ボランティア募集！！

結婚を希望する独身者が参加するイベントで、独身者の出会いを交際・

結婚へとつなげるボランティア「カップルサポーター」を募集します。

「高知で恋しよ！！応援サイト」に掲載しました出会いのイベントでは、

26年度に 250組を超えるカップルが誕生しています。このイベント等におい

て独身者のサポートをするボランティア（カップルサポーター）を募集します。

説明会及び養成講座を開催しますので興味のある方はメール、ＦＡＸ、電話

でお申込みください。

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


