
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
農業委員会委員選挙告示日 ほっとママクラブ 地区懇談会13:30～

【総務課】立候補届出8:30～17:00 【保育所】10:00～11:30 【馬ノ上ふれあいセンター】

高知大学公開講座第1回

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料 【生涯学習館】19:00～20:45

日 月 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

6 7 8 9 10 11 12
保幼小中PTAスポーツ大会 地区懇談会13:30～ 乳がん健診 後期高齢者健康診査 人権･行政相談 献血【保健センター】
13:00～【小学校体育館】 【瓜生谷コミュニティーセンター】 事前予約制【保健センター】

【保健センター】8:00～11:00 【村民会館】10:00～15:00 10:00～12:30/13:30～15:30

農業委員会委員選挙投票日
9:00～12:00/13:00～15:00　

消防団員特定健診 地区懇談会13:30～ 地区懇談会13:30～

7:00～17:00(開票18:00～) 地区懇談会13:30～ 【保健センター】13:00～14:00　 【松原ほっとハウス】 【琴ケ浜ふれあいセンター】

【長谷寄ふれあいセンター】 地区懇談会13:30～

【西分郷西集会所】

高知大学公開講座第2回

【生涯学習館】19:00～20:30

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

13 14 15 16 17 18 19
芸西村交通安全の日 地区懇談会13:30～ 幼小中　終業式 県中学校総体

村議会議員選挙 【村民会館】 19日～21日

立候補予定者説明会 高知大学公開講座第3回 保幼小中PTA連絡協議会

【村民会館】10:00～12:00 【生涯学習館】19:00～20:30 【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 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

20 21 22 23 24 25 26
県民交通安全の日 心配ごと相談所 高知大学公開講座第4回 第39回芸西村納涼祭

【保健センター】 【生涯学習館】19:00～20:30 【琴ヶ浜野外劇場】荒天時は順延

10：00～12：00/13：00～15：00 18:00～21:00

地籍調査説明会
【村民会館】11:00～

特別収集日 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

27 28 29 30 31
乳幼児健診【保健センター】 国保税

13:00集合 介護保険料
村議会議員選挙告示日 後期高齢者医療保険料

立候補届出【総務課】8:30～17:00 全期前納・第1期

安芸市芸西村小学校水泳記録会 　　　固定資産税
【安芸中プール】12:30～ 第2期

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

金 土

1 2

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
村議会議員選挙投票日 ほっとママクラブ 子宮がん検診
７:00～1８:00(開票19:00～) 【保育所】10:00～11:30 事前予約制【保健センター】

愛園作業【保育所】 高知大学公開講座第5回
9:00～12:00/13:00～15:00　

７:00～8:00　　 【生涯学習館】19:00～20:45

プール村内65歳以上無料

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

10 11 12 13 14 15 16
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 芸西村交通安全の日

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
愛園作業【幼稚園】6:00～ 県民交通安全の日

愛校作業【小学校】7:00～ 県民交通安全の日

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
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 　カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

31

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

つつい
脳神経外科

３４－０２２１

塩ビ管回収 8:00～10:00

【集出荷場】 30～31日

農業用廃ポリ回収 8:00～10:00

【集出荷場】 16日～18日

農業用塩化ビニール回収

6:00～8:00【集出荷場】

急病時の対応を相談するなら

または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。

●受付：

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

後期高齢者医療被保険者証交換
22日～31日 （土日除く）☎33-2112

まつうら内科

消化器科

３５－８１２７

尾木医院

34-3155

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】 13日～15日

納期限

安芸クリニック
３５－3575

深谷内科
３３－２４０１

村議会議員選挙立候補届出事前審査
16日～18日 【総務課】9:00～17:00

村議会議員選挙 期日前投票
7/30～8/2【村民会館】8:30～20:00

7月31日・8月1日

特定健診

肺・大腸・前立腺がん検診
【保健センター】
９：００～１１：００

１３：００～１５：００

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】16日・17日

国保税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
村県民税
第2期

納期限 9月1日



西の岡団地Ⅱ(若者定住支援住宅)　芸西村西分甲3979番地1

   ６戸

７０．３㎡（３ＤＫ）

　所得によって決定となります

・  40歳未満の夫婦のみの世帯又は40歳未満の夫婦と子どもの

　 世帯（夫婦は婚姻予定者を含む）

・　所得が一定の範囲未満である方

・　自ら居住するために住宅を必要とする方

・　入居者及び同居者、連帯保証人に税の滞納がない方

・　入居者及び同居者が暴力団員でない方

　平成２６年７月２日（水）～平成２６年７月１６日（水）

　　　　　　 

　

７月 ４日 （金）

７月 ７日 （月）

７月 ８日 (火）

７月 ９日 （水）

７月１０日 （木）

７月１１日 （金）

７月１６日 （水）

時　　　間

午後1時30分～

場 所

募 集 戸 数

１戸当の居住面積

家 賃

申 込 資 格

募集受付期間

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

開　催　日場　　　　所

馬ノ上ふれあいセンター

瓜生谷コミュニティセンター

平成26年
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集
・
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行
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❑お問合せ先／企画振興課 ☏33-2114

芸西村議会議員選挙のお知らせ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

❑お問合せなど

【日程等詳細】

日本遺族会事務局

〒102-0074 東京都千代田区九段南１－６－５ ☎03‐3261‐5521

【参加申込み先】

高知県遺族会

〒781-8126 高知市吸江２１３ ☎088－884－8700

平成２６年度 戦没者遺児による慰霊友好親善事業

日本遺族会は「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集

しています。同事業は、厚生労働省から補助を受け、先の大戦で父等を亡く

した戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼

を行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。

費用は、参加費として９万円。前回の参加より５年を経過した方は２回目

の応募をすることができます。

≪実施地域≫

①マリアナ諸島 ②東部ニューギニア ③トラック・パラオ諸島

④ボルネオ・マレー半島 ⑤フィリピン ⑥ソロモン諸島 ⑦ミャンマー

⑧台湾・バシー海峡 ⑨ミャンマー・インド ⑩中国 ⑪西部ニューギニア

⑫ビスマーク諸島 ⑬マーシャル・ギルバート諸島

○選挙日程について
・告示日

平成２６年７月２９日（火）

・投票日

平成２６年８月３日（日）

午前７時～午後６時（村内５か所の投票所）

・期日前投票

投票日当日、仕事や旅行、レジャー、病気などで投票に行けない

見込の人は、期日前投票ができます。

日時：平成２６年７月３０日（水）～８月２日（土）

午前８時３０分～午後８時

場所：芸西村民会館１階（芸西村役場東側）
※期日前投票所では氏名、生年月日、住所を記入し、当日投票に行けない理由

を選ぶ宣誓書を提出する必要があります。様式は期日前投票所に備えてありま

すが、事前に必要な人は選挙管理委員会までお知らせください。

○立候補者に対する説明会について
・日時

平成２６年７月１５日（火） 午前１０時から

・場所

芸西村村民会館 ２階 研修室１

○届出書類の事前審査について
・日時

平成２６年７月１６日（水）から平成２６年７月１８日（金）

午前９時から午後５時まで

・場所

芸西村役場 総務課

７月１日から
臨時福祉給付金と

子育て世帯臨時特例給付金の

申請受付を開始します。

受付期間／平成２６年７月１日～平成２６年１０月１日

※申請書は役場窓口にあります

●臨時特例給付金は消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担

の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施され、住民税が非課税の方

に支給されます。 ※住民税非課税でも課税の方の被扶養者は受給できませ

ん。

● 子育て世帯臨時特例給付金は消費税率の引上げに際し、子育て世帯へ

の影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨

時的な給付措置として実施され、児童手当の受給者に支給されます。

受給できるのはどちらか一方の給付金のみとなります。

給付金の詳細につきましては、下記をご参照ください。

❑お問合せ／健康福祉課 ☎３３－２１１２

芸西村ホームページ：http://www.vill.geisei.kochi.jp

厚生労働省ホームページhttp://www.2kyufu.jp/

❑お問合せ・お申込み／ 土佐くろしお鉄道株式会社 安芸駅

☏0887－34－8805 （月～金の9：00～17：00）

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。

平成26年度 ごめん・なはり線活性化協議会

ごめん・なはり線「親子鉄道塾」事業

『親子鉄道塾』
第3回

○実 施 日 平成26年7月31日（木）～8月1日（金）

○募 集 人 員 30名（最少催行人員：15名）

〇募 集 期 間 ６月16日～7月23日

○参 加 費 親：13,000円 小学生：5,000円

○食 事 朝食1回・昼食1回・夕食1回

○添 乗 員 同行します

○参加資格者 東洋町・室戸市・奈半利町・北川村・田野町・

安田町・馬路村・安芸市・芸西村香南市・南国市

在住の小学生および保護者
行 程

31日（木）：安芸駅 車両基地見学 → 特急「南風」12号 → 四国鉄道文化館見学

→高松駅（高松市内泊）

１日（金）：高松駅 → アンパンマントロッコ2号 → 岡山駅 → 新幹線こだま743号

（乗車体験） →新倉敷駅 → 倉敷 自由行動 → 岡山駅 → 後免駅

→ 安芸駅 （閉会式：解散）

特殊詐欺多発!!
県内での発生・被害甚大!!

❑お問合せ／ 安芸警察署・安芸地区地域安全協会 ☏34-0110


