
水 木 金 土

1 2 3 4
ほっとママクラブ

【保育所】10:00～11:30

地区懇談会13:30～

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 【馬ノ上ふれあいセンター】

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
保幼小中PTAスポーツ大会 地区懇談会13:30～ 地区懇談会13:30～ 人権･行政相談 今日はごめん・なはり線
13:00～【小学校体育館】 【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】 【村民会館】10:00～15:00  の日のイベント

地区懇談会13:30～ 地区懇談会13:30～ 【野外劇場駐車場】

【西分郷西集会所】 【松原ほっとハウス】 10:00～14:30

高知大学公開講座第1回

【生涯学習館】19:00～20:45

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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

12 13 14 15 16 17 18
特定健診 芸西村交通安全の日 幼小中　終業式 高知県中学校総合体育大会

（健康診査：75歳以上も同時 18日～21日

　実施)　【保健センター】

8:30～11:00/13:00～15:00　
特定健診 地区懇談会　13:30～ 地区懇談会　13:30～

8:30～11:00/13:00～15:00　 【琴ケ浜ふれあいセンター】 【村民会館】

胃がん検診<要予約> 高知大学公開講座第2回
【保健センター 】8：00～9：30 【生涯学習館】19:00～20:30

保幼小中PTA連絡協議会

【生涯学習館】1８:00～

あゆみ渡し【小学校】

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

19 20 21 22 23 24 25
県民交通安全の日 心配ごと相談所 献血【保健センター】 第40回芸西村納涼祭

【保健センター】 10:00～12:30/13:30～15:30 【琴ヶ浜野外劇場】荒天時は26日に順延

消防団員特定健診
10：00～12：00/13：00～15：00

高知大学公開講座第3回
18:00～21:00

【保健センター】13:00～14:00　 【生涯学習館】19:00～20:30

※納涼祭開催の場合

海水健康プール

特別収集日 受付終了16:00　営業終了17:00

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 可燃ごみ・生ごみ

26 27 28 29 30 31
愛園作業【保育所】7:00～ 乳幼児健診【保健センター】 高知大学公開講座第4回 国保税

12：45～受付 【村民会館ホール】19:00～20:30 介護保険料
安芸市芸西村小学校水泳記録会 後期高齢者医療保険料
【安芸中プール】12:30～ 全期前納・第1期

 固定資産税  第2期

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

土

1

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
愛園作業【保育所】 高知大学公開講座第5回 ほっとママクラブ

７:00～8:00　　 【生涯学習館】19:00～20:45 【保育所】10:00～11:30

プール村内65歳以上無料

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

9 10 11 12 13 14 15
芸西村戦没者追悼式

【村民会館】10:00～ (受付9:30～）

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

16 17 18 19 20 21 22
愛園作業【幼稚園】6:00～ 芸西村交通安全の日 県民交通安全の日

愛校作業【小学校】7:00～ 乳がん検診<要予約>

子宮がん検診<要予約>
9:00～12:00/13:00～15:00　 プール村内65歳以上無料

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

23 24 25 26 27 28 29
愛校作業【中学校】7:00～ 心配ごと相談所

【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

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

30 31
防災訓練

可燃ごみ・生ごみ

芸西オルソクリニック

３3－3503

芸西病院
３３－３８３３

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

芸西病院

３３－３８３３

宇都宮内科
３２－０５００

EAST･マリン･

クリニック

３４－０００３

農業用廃ポリ回収 8:00～10:00 【集出荷場】 15日～17日
対象地区 15日：和食地区 16日：馬ノ上地区 17日：西分・長谷寄地区

農業用塩化ビニール回収
6:00～8:00【集出荷場】

後期高齢者医療被保険者証交換
21日～31日 （土日除く）☎33-2112

まつうら内科
消化器科

３５－８１２７

集団宿泊訓練【小学5年】 10日・11日

農業用廃ポリ回収 8:00～10:00 【集出荷場】 12～14日

対象地区 12日：和食地区 13日：馬ノ上地区 14日：西分・長谷寄地区

７月２２日（水）～

８月３１日（月）まで

海水健康プール芸西
夏季営業 午前 10：00～

安芸クリニック
３５－3575

農業用塩化ビニール回収

6:00～8:00【集出荷場】

農業用塩化ビニール回収

6:00～8:00【集出荷場】

農業用塩化ビニール回収

6:00～8:00【集出荷場】

◆児童相談◆

毎週木曜日
保健センター２階

9:00～12:00

通知表渡し【中学校】15日・16日

・国保税 第２期
・介護保険料 第２期
・後期高齢者医療保険料 第２期
・村県民税 第２期

納期限 8月31日

納期限

７月よりごみの収集日が変わります。
紙類・布類 毎週火曜日
カン・金物類 第1・第3・第5木曜日
ビン類 第2・第4木曜日

深谷内科
３３－2401

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

森澤病院
３４－１１５５



   

❑お申込み・お問合先／日本野菜ソムリエ協会　大阪支社☏06-6346-5505

　　　　　　 

協会ホームページ（ｈｔｔｐ：//vege-fru.com）

７月 3日 （金）

７月 6日 （月）

７月 7日 （火）

７月 ９日 （木）

訓練コース名
実施機関名

（訓練実施施設名）
定員

訓練
期間

入所日 ～ 終了日 選考日 ７月１０日 （金）

6月16日 ～ 7月6日 ７月 １6日 （木）

10人 3か月 8月4日 ～ 11月2日
加
集

追
募

7月7日 ～ 7月13日 7月17日 ７月 １7日 （金）

6月26日 ～ 7月16日

14人 4か月 8月13日 ～ 12月11日
加
集

追
募

7月17日 ～ 7月23日 7月29日

7月15日 ～ 8月4日

10人 ６か月 9月1日 ～ 2月29日
加
集

追
募 8月5日 ～ 8月11日 8月17日

IT簿記スキ
ルアップ基
礎科

介護職員
初任者研
修科

多品目有
機農業実
践科

有限会社
ケアサポート
（ケアサポート研修
センター　介護塾）

㈱キャリアマネジメ
ントサービス四国
（ＣＭＳ四国宝永パ
ソコン教室）

（株）ロカヴォ
（（株）ロカヴォ下組
教室）

馬ノ上ふれあいセンター

瓜生谷コミュニティセンター

長谷寄ふれあいセンター

西分郷西集会所

松原ほっとハウス

琴ヶ浜ふれあいセンター

芸西村民会館

場　　　　所 開　催　日 時　　　間

午後1時30分～

企画振興課　☏33-2114

【説明会】 7月2日(木）７月9日（木）

【説明会】平成２７年８月１７日（月）

募集期間
（説明会日時）

ＦＡＸ（０６－６３４６－５５０６）

平成27年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
0
8
8
7
‐
3
3
‐
2
1
1
1

❑お問合せ先／企画振興課 ☏33-2114

ジュニア野菜ソムリエ養成講座

地元でジュニア野菜ソムリエの資格を取得するチャンス
・ジュニア野菜ソムリエとは？
野菜・果物の魅力を伝えるスペシャリスト

野菜・果物の知識を身につけ、そのおいしさや楽しさを理解し伝える

ことができるスペシャリスト。

資格は３段階に分かれています。ジュニア野菜ソムリエ(初級)、

野菜ソムリエ（中級）・シニア野菜ソムリエ（上級） で今回は初級です。

■受講料：１４８，０００円（税込）

■申込締切： ７月２０日（月）

講義日程【地域校 高知教室（芸西村）】
通信制（地域校）

・全講義を通信教材で繰り返し勉強

・食べ比べは先輩野菜ソムリエと体験

地域校 高知１期
【会場：生涯学習館】

8/5（水）10：00～12:15
食べ比べ体験＋ベジフルカルテ作成

9/2（水）10：00～12：15
終了試験

※教材発送予定日については

お問い合わせください。

地区懇談会を開催します。
芸西村が取組んでいる施策などについて、地域に出向いて説明するこ

とにより、芸西村の事業・事務への理解を深め、ご協力をいただくとと

もに、皆様方の声を村政に反映させることを目的に下記の日程で「地区

懇談会」を開催しますので、皆様お誘い合わせのうえご参会ください。

若者（40歳未満）のための就職支援相談センター

「ジョブカフェこうち」へ！

ぜひお気軽にお越し下さい。
■主なサポートメニュー

▼就職相談／キャリアコンサルタント(仕事に関する専門的な

相談員】が就職のための相談、対応をします。

▼履歴書・職務経歴書の書き方指導

▼面接指導／事前にやっておくと便利な模擬面接です。

▼職業適性検査／所要時間10分程度の適性診断です。

▼職業訓練情報の提供／県の職業訓練情報を提供します。

▼しごと体験講習／短期間の就労体験で早期就職を応援。

▼就職活動セミナーの実施

専門講師による就活セミナーを行います。

※サポートメニューは全て無料。詳しくはホームページをご覧下さい。

◆開設時間 午前10時～午後7時（年中無休、但し年末年始は除く）

◆設置者／高知県 ◆運営者／高知県経営者協会

□お問合せは 高知県就職支援相談センター ジョブカフェこうち

☎ 088-802-2025     FAX: 088-823-7005

E-mail: info@jobcafe-kochi.jp URL:http://jobcafe-kochi.jp/

脚注

減価償却費の

累計額：4,554,247円

注記

1．重要な会計方針

（1）減価償却費の計算

方法：定額法

（2）退職給付引当金計

上基準：全国社会福祉

団体職員退職手当積立

基金約定給付金

（要支給額）

２．基本金及び国庫補助

金等特別積立金取崩額

芸西村社会福祉協議会より 平成２６年度 事業報告
・社協運営事業 ・高齢者福祉活動推進事業 ・青少年育成支援事業

・身障（児）者、心身（児）者福祉対策事業 ・保健福祉活動推進事業

・環境美化活動推進事業 ・地域福祉活動推進事業

・自立更生への相談、援助活動推進事業 ・あったかふれあいセンター事業

・日常生活自立支援事業 ・災害時対策、災害ボランティアセンターの設置

準備事業 ・共同募金、歳末たすけあい運動事業 ・日赤社資募集事業

・事務局団体への支援（身障連、日赤奉仕団）

地域校 高知２期
【会場：生涯学習館】

8/5（水）13：00～15:45
食べ比べ体験＋ベジフルカルテ作成

9/2（水）13：00～15：45
終了試験

※教材発送予定日については

お問い合わせください。

高知県では風しん抗体検査を

無料で行っています
妊娠初期に風しんウイルスに感染すると、胎児に感染して先天性

風しん症候群（難聴、先天性心疾患、白内障および網膜症など）が

高い確率で発生します。 そこで、妊娠を希望する女性およびその

配偶者などの同居者などが風しん抗体検査を受け、免疫がない場合

は予防接種を受けることをお勧めします。

■対象者／高知県内に住所を有する方で、妊娠を希望する女性

または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者

＊過去に風しん抗体検査を受けたことがある方、風しん接種歴が

ある方、検査で確定診断を受けた風しん既往歴がある方を除く。

■実施期間／平成28年1月31日まで

■実施場所／高知県から委託を受けた医療機関

■検査費用／無料

＊風しん予防接種に対する助成はありません

❑お問合せ／高知県健康対策課（☎０８８-８２３-９６７７）

安芸福祉保健所（☎０８８７-３４-３１７５）まで

＊詳細な情報は、高知県のホームページをご覧ください。

「就職に役立つ職業訓練を受けませんか」
就職を目指してスキルアップをお考えの方のために、３～6か月の職業訓練コースを

開講します。受講料は無料（テキスト代等は別途必要）。

訓練期間中から修了後にわたって、ハローワークと各訓練施設が積極的に就職支援

を行います。 受講申し込みは、住所を所管するハローワークへお願いいたします。

❑ 訓練内容や説明会等詳細に関するお問い合わせは、

❑ ポリテクセンター高知（☎088－833－1085）までお願いいたします。

平成26年度 の 実績報告
貸 借 対 照 表(平成27年3月31日現在) 芸西村社会福祉協議会より 単位：円

科  目 当年度末 前年度末 増 減 科  目 当年度末 前年度末 増 減
01 流　動　資　産 3,423,949 5,281,554 △1,857,605 10 流　動　負　債 2,365,945 950,023 1,415,922
   02 預　　貯　　金 2,074,534 4,493,075 △2,418,541    02 未　　払　　金 2,154,963 723,781 1,431,182
      09 普通預金 2,074,534 4,493,075 △2,418,541       01 未　　払　　金 2,154,963 723,781 1,431,182
   04 未　　収　　金 1,174,790 788,479 386,311    04 預　　り　　金 210,982 226,242 △15,260
      01 未　　収　　金 1,174,790 788,479 386,311
   06 立　　替　　金 174,625 0 174,625
02 固　定　資　産 19,689,991 18,579,756 1,110,235 11 固　定　負　債 13,459,670 12,160,650 1,299,020
　03 基　本　財　産 1,982,436 1,982,436 0    04 退職給与引当金 13,459,670 12,160,650 1,299,020
  　 01 基本財産特定預金 1,982,436 1,982,436 0
　04 その他の固定資産 17,707,555 16,597,320 1,110,235 負債の部合計 15,825,615 13,110,673 2,714,942
  　 05 車 両 運 搬 具 4 19,664 △19,660
  　 06 器具及び備品 120,020 39,501 80,519 13 基　　本　　金 1,982,436 1,982,436 0
  　 16 退職共済預け金 12,745,320 11,697,000 1,048,320    01 基　　本　　金 1,982,436 1,982,436 0
  　 18 事業費積立預金 2,011,125 2,010,725 400 14 基　　　　　金 1,825,529 1,825,073 456
  　 19 備品等購入積立預金 1,005,557 1,005,357 200    01 福　祉　基　金 1,825,529 1,825,073 456
  　 23 福祉基金積立特定預金 1,825,529 1,825,073 456 17 その他の積立金 3,016,682 3,016,082 600

   03 備品等購入積立金 1,005,557 1,005,357 200
   04 事業費積立金 2,011,125 2,010,725 400
18 次期繰越活動収支差額 463,678 3,927,046 △3,463,368

（うち当期活動収支差額） (△3,462,312) (2,829) (△3,465,141)
純資産の部合計 7,288,325 10,750,637 △3,462,312

資産の部合計 23,113,940 23,861,310 △747,370 負債及び純資産の部合計 23,113,940 23,861,310 △747,370

資   産   の   部 負   債   の   部

純　　資　　産　　の　　部


