
日 月 火 水 木 金 土

1 2 .3 4 5 6 7
 バザー・お楽しみ会 全国一斉緊急地震速報 ほっとママクラブ 小学校道徳参観日

【幼稚園】10:00～13:00 　訓練  10:00 (大正琴コンサート)

 中 学 校 吹 奏 楽 部 　　村県民税第3期 【保育所】10:00～11:30

  定期演奏会【中学校】 　　国保税第4期
13:30開場14:00～16:00 　　介護保険料第4期

後期高齢者医療保険料
第4期

芸能発表会

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 【村民会館】18:00～

粗大ごみ持込 　可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

8 9 10 11 12 13 14
出張年金相談 行政・人権相談 竹細工教室

小学校代休 【予約制】 【村民会館】10:00～15:00 【アトリエ】　9:00～

【保健センター】9:30～12:00

幼稚園 地域交流会 中学校文化発表会
9:30～11:30 【中学校体育館】

（雨天の場合は13日に順延） 13:00～15:00

プール村内小中学生無料 天ぷら油収集日

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

15 16 17 18 19 20 21
高知県知事選挙投票日 芸西村交通安全の日 献血【保健センター】 高知県民交通安全の日　 みのりの王国

（予定） 9:45～12:30/13:30～15:30 芸西フェスタ

【憩ケ丘運動公園】10:00～

プール村内小中学生無料 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

22 23 24 25 26 27 28
みのりの王国 乳児健診【保健センター】 心配ごと相談所 ほっとママクラブ
芸西フェスタ 12:45～13:00　受付 【保健センター】 【保育所】10:00～11:30

【憩ケ丘運動公園】10:00～ 10:00～12:00/13:00～15:00

全国一斉伝達訓練 プール女性サービスデー

　  11:00 12:00～16:00

プール村内小中学生無料

特別収集　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

29 30

　　国保税第5期

　　介護保険料第5期

後期高齢者医療保険料
第5期

可燃ごみ・生ごみ

火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
持久走大会 イキイキ会憩いの夕べ

校区内各コース 【村民会館】18:00～

【小学校】9:30～11:00

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

日 月 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

6 7 8 9 10 11 12
ほっとママクラブ
(マジックショー)

【保育所】10:00～11:30

プール村内小中学生無料 天ぷら油収集日

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

13 14 15 16 17 18 19
芸西村交通安全の日

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

20 21 22 23 24 25 26
 高知県民交通安全の日 心配ごと相談所 　　固定資産税第3期

【保健センター】 　　国保税第6期
10:00～12:00/13:00～15:00 　　介護保険料第６期

　あゆみ渡し 後期高齢者医療保険料
　【小学校】 第６期

終業式【幼・小・中】

プール女性サービスデー
12:00～16:00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル ビン 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30 31
官庁仕事納め

図書館年末年始休館
文化資料館・筒井美術館

12月28日～１月４日まで

可燃ごみ・生ごみ 特別収集　紙/布・ペットボトル 特別収集　可燃ごみ・生ごみ

芸西病院
33-3833

芸西病院
33-3833

津田クリニック
３4-1195

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

カシオワールドオープン【kochi黒潮カントリークラブ】11/26～11/29

芸西村芸術祭

作品展覧会 11/27～11/29
【村民会館】9:00～16:30

農業用廃ビニール回収

【集出荷場】7:00～9:00

農業用廃ポリ回収

【集出荷場】8:00～10:00

12/30（水）本年最終収集日

来年は・・・
1月4日(月)可燃ごみ・生ごみ

・参観授業 11:40～12:25
・PTA文化的行事

芸西中吹奏楽部演奏 14:00～14:30
ミュージカルタイム 14:30～15:30

深谷内科
33-2401

尾木医院
34-3155

森澤病院
34-1155

芸西オルソクリニック
33-3503

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

つつい脳神経外科
34-0221

★ふれあいセンター・ほっとハウス 12月29日～1月3日まで

★あったかふれあいセンター 12月29日～1月3日まで

休

館

日

森澤病院
34-1155

まつうら内科消化器科
35-8127

森澤病院
34-1155

年末年始の
交通安全運動

１２月１０日(木)～
１月９日(土)

納期限

納期限

納期限

森澤病院
34-1155

EASTマリンクリニック
34-0003

海水健康プールよりお知らせ ：12月～２月の営業終了時間は、午後８時（午後７時受付終了）です。

◆海水健康プール年末年始の営業時間の
お知らせ

27年12月30日～28年1月3日
正午～午後5時（午後4時受付終了）



   

　憩ケ丘コーポ　　　芸西村和食甲4501番地

　1戸 (215号)

　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１１月２日（月）～平成２７年１１月１３日（金）
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11月26日（木）から11月29日（日）にかけて黒潮カントリークラブで

開催される、カシオワールドオープンゴルフの観戦招待券（１枚）を

抽選で50名様に贈呈します。

ご希望の方は、次の要領でお申込みください。

平成27年11月７日（土）

午後6時～ 村民会館ホール芸能発表会
作品展覧会平成27年11月27日（金）～11月29日（日）

午前9時～午後4時30分 村民会館

下記の条件をすべて満たす方に貸与しています。

ご希望の方は期限までに仮申請書をご提出ください。

❏貸与条件
①引き続き1年以上芸西村にお住まいの方のお子さん

②勉学意欲がある学生で経済的理由により就学が困難な方

③税金等の滞納がない世帯であること（給食費等を含む）

④世帯の所得が一定基準以下であること

（詳細については、担当までお問い合せください）

❏貸付額
①高等学校等 （月額2万円以内）

②大学等 県内（月額3万円以内）

③大学等 県外（月額4万円以内）

❏提出書類
「芸西村奨学資金貸与仮申請書」及び添付書類一式

※芸西村教育委員会にあります

❏提出期限

平成27年12月18日（金）
※期限を過ぎますと貸与できませんのでご注意ください

平成28年度

芸西村奨学資金貸与について

❑お問合せ先／芸西村教育委員会 ☏33-2400

✜申込対象者

芸西村に住所を有する方で中学生以上の年齢の方

✜申 込 方 法

申込用紙に次の事項をご記入のうえ、役場企画振興課にご持参ください。

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢
（申込用紙は芸西村役場にあります。官製はがきに必要事項を記入して

郵送によるご応募も受け付けますので、その場合は「カシオワールドオー

プン招待券申込」とご記入ください。）

✜申 込 枚 数

お申し込み枚数は、お一人様１枚とさせていただきます。
✜申 込 先

〒781-5792  安芸郡芸西村和食甲１２６２番地

芸西村役場 企画振興課

✜受 付 期 間

平成27年11月2日（月）～平成27年11月16日（月） 平日のみ
※申し込みが50名を超える場合は抽選とします。

この場合、招待券の発送をもって贈呈者の発表とさせていただきます。

❑お問合せ先／ 企画振興課 担当：池田 ☏33-2114

出張年金相談のお知らせ
いいみらい 11月３０日は 年金の日

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について

考えてみませんか？

日時：１１月１0日（火）９：３０～１２：００

場所：芸西村保健センター １階

持ってくるもの：・年金手帳等（基礎年金番号の分かるもの）

・本人確認書類（運転免許証,住民基本台帳カード等）

※代理人での相談の際は委任状が必要です。

◎事前に予約が必要です。予約の際は、基礎年金番号（本人・配偶者）、

相談内容をお伝えください。

村営住宅入居者募集

❑お問合せ先／ 南国年金事務所 ☏０８８-８６４-１１１１

健康福祉課 年金係 ☏33-2112

❑お問合せ・お申込み先／ 経済建設課 住宅係 ☏33-2113

平成27年度

芸西村職員採用資格試験のお知らせ

平成27年度の職員採用資格試験を次のとおり実施します。受験を希望

される方は期日までに申し込んでください。

１採用職種：一般行政職・保健師

２採用予定人数：若干名

３受験資格：①昭和５６年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた

人で、公務員として職務を遂行する上で必要な基礎的な

知的能力と適応性を有する人

②保健師は保健師資格免許を有する人または

平成２８年３月３１日までに資格免許取得見込みの人

③採用決定後、芸西村に居住できる人（保健師を除く）

４申込書類：①受験申込書(指定様式) ②履歴書(指定様式) ③写真(縦4㎝

×横3㎝)２枚(履歴書貼付用・受験票貼付用)

５申込書配布及び受付期間：

平成２７年１０月２６日（月）～平成２７年１１月３０日（月）

午後５時１５分必着（郵送可）

※申込書は、総務課窓口にて配布及び村公式ＨＰに掲載しています。

６試験実施日： 一次試験 平成２７年１２月１３日（日）

①教養試験 ②事務適性検査 ③職務適応性検査

④専門試験（保健師のみ）

二次試験予定 平成２８年１月中旬頃

※詳細は、一次試験合格者のみ別途通知します

三次試験の実施については、未定です。

７一次試験会場：芸西村民会館 (芸西村役場東隣)

❑お申込み及びお問合せ先／総務課管理係 ☎33-2111

全国一斉緊急地震速報訓練
11月5日（木）10：00ごろ
防災行政無線より緊急地震速報が放送されます。

訓練ですので、身を守る行動をお願いします。

※気象・地震活動の状況によっては中止します。

11月25日（水）10：00ごろに全国一斉伝達訓練を行います。

防災無線で伝達放送のみの訓練です。

❑お問い合わせ先 総務課 ☏33-2111

【インフルエンザの定期予防接種】
平成２７年度も、インフルエンザの定期予防接種を実施しています。

インフルエンザの流行前に予防接種を受けましょう。

●対象者・・・芸西村に住民登録があり、接種当日①②該当の方のうち、

本人が接種を希望する方

①６５歳以上の方

②６５歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器に重い病気のある方

（日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方）

●実施期間・・・平成２７年１０月１日（木）～平成２７年１２月３１日（木）

（但し、委託医療機関の休診日は除きます）

公費による一部負担は上記期間中のみとなりますのでご了承ください。

そのほか、細かい内容については健康福祉課までお問合せ下さい。

●接種料金・・・１，０００円

❑お問合せ先／健康福祉課 ☏33-2112


