
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
国保税 校内水泳大会 ほっとママクラブ

介護保険料 夏休み作品展 子育て広場

後期高齢者医療保険料 【小学校】 【保育所】10:00～11:30

村県民税
第2期

始業式【幼・小・中】 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

日 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
人権･行政相談

【村民会館】10:00～15:00

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
中学校体育大会 敬老会 芸西村交通安全の日 小学校運動会

9:00～ 【土佐ロイヤルホテル】 9:00～14:30【雨天順延】

10:00～12:00

特別収集日 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 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
職員採用資格試験 県民交通安全の日 図書館休館 心配ごと相談所

（保健師） 【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

プール女性サービスデー

海水プール振替定休日 12:00～16:00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 海水プール営業 10:00～ 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

28 29 30
国保税

介護保険料
後期高齢者医療保険料

第３期

乳児健診【保健センター】
13:00集合

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル

水 木 金 土

1 2 3 4
幼稚園運動会

9:30～（雨天順延）

安芸地区中学校陸上大会
【憩ケ丘陸上競技場】

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

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
小学校参観日 乳がん検診 保育所運動会

13:30～14:15 事前予約制【保健センター】 ほっとママクラブ

食と睡眠講演会 9:30～11:00（雨天順延）

【小学校】14:30～15:30

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 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

12 13 14 15 16 17 18
芸西村交通安全の日

安芸市・芸西村陸上記録会
6年生【憩ケ丘陸上競技場】

特別収集日 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

19 20 21 22 23 24 25
県民交通安全の日 心配ごと相談所 行政相談 生涯学習振興大会

大腸がん検査容器回収 【保健センター】 【村民会館】10:00～15:00
芸西村合併60周年

【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

プール女性サービスデー 記念講演
7:30～9:00 プール村内小中学生無料 12:00～16:00

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

26 27 28 29 30 31
1歳6カ月・3歳児健診 国保税

【保健センター】 介護保険料
受付12:45～13:00 後期高齢者医療保険料

第4期

プール村内小中学生無料 村県民税第3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

芸西病院 

３３－３８３３ 

森澤病院 

３４－１１５５ 

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 

納期

観月の宴 
17:20～20:45 

【琴ヶ浜野外劇場】 

（雨天・荒天中止） 

森澤病院 

３４－１１５５ 

特定健診・健康診査【保健センター】 

肺・大腸・前立腺がん検診 
15日～16日 

受付9:00～11:00/13:00～15:00 

農業用廃ポリ回収 ８:00～１０:00【集出荷場】17日～19日 

納期限 

芸西オルソクリニック 

33-3503 

納期限 

納期限 

森澤病院 

３４－１１５５ 

農業用塩化ビニール回収   

6:00～8:00【集出荷場】 

小学5年  

合同宿泊訓練 
【室戸少年自然の家】 

3日～4日 

10/30～11/3 

「心をつむぐ」海のみえる山のうえの物づくり展2014 
場所／考える村   時間／10:00～16:30  入場料／無料   

■お問合せ／考える村  ℡33-3681 

◆児童相談◆ 

 毎週木曜日 

 保健センター２階 

 9:00～12:00 

  ℡33-2171 

  

★10月の休日在宅当番医は未決定のため掲載していません。 

広報げいせい10月号に掲載します。ご了承ください。 



   

②　３～４歳児【１回接種】

　　　　　　 

　

注　　　意　　　事　　　項

過去に成人用肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接種を受けたことのある方は

対象となりません

 

開　　　　　始　　　　　日

平成２６年１０月１日～ 

助　　成　　対　　象　　者

・前年度の末日（3月31日）に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99

歳、100歳以上の方

・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

①　１～２歳児【２回接種】 　

１回目・・・１歳０ヶ月～１歳３ヶ月の間

２回目・・・１回目終了から３ヶ月以上あけて２歳前までの間

注　　　意　　　事　　　項

・すでに水ぼうそうにかかったことがある方は接種対象外です。また、すでに水ぼう

そうワクチン接種を受けたことがある方は、接種した回数分うけていることになりま

す。

 ・水ぼうそうの予防接種の予診票は上記対象者に順次発送予定です。過去に水ぼうそ

うの予防接種を受けたことがある方、水ぼうそうにかかったことがある方を把握する

ことができないため、対象外の方にも予診票が届くことがあります。接種対象外の方

は破棄して下さい。

高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種が、今年１０月１日から定期接

種になり、 予防接種費用の自己負担額が変わる場合があります。

水痘（水ぼうそう）の予防接種が今年10月から定期接種になり、 無

料で受けられるようになります。

開　　　　　始　　　　　日

平成２６年１０月１日～ 

対　　　　　象　　　　　者

①　生後１２ヶ月から生後３６ヶ月にいたるまでの児。（つまり１～２歳児です）

②　生後３６ヶ月から生後６０ヶ月にいたるまでの児。（つまり３～４歳児です）

　　※ただし、②は期間限定（平成２６年１０月～平成２７年３月３１日）まで。

標準的な接種スケジュール

平成26年 
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❑予防接種に関するお問合せ先／芸西村役場 健康福祉課  ☏33-2112 
      

       

10月1日が受付最終日 
臨時福祉給付金 

子育て世帯臨時特例給付金 
の申請はお済みでしょうか？ 
 

各給付金の受付終了の期日は１０月１日です。 

期日を過ぎますと、たとえ支給対象者であっても、給付金を受け取る事

ができなくなってしまいます。該当条件を確認の上、該当であればお早

めのご申請をお勧めいたします。 
  

 

❑お問合せ先／ 

 NTT西日本(高知市帯屋町2丁目5－11) ☏088-821-3513 

 芸西村役場 企画振興課          ☏33-2114 

 

  
 

       

       

超高速ブロードバンド 
(光回線)敷設工事が始まります！ 

ニホンウナギの保護にご協力を 
  

  資源の減少が心配されているニホンウナギを保護するため、本年か

ら県内の河川や湖などの内水面では、10月から翌年3月までの間、ニ

ホンウナギを採ることが禁止されます。 

 ニホンウナギの資源回復に向け、ご協力をお願いします。 

 なお、全長21センチメートル以下のニホンウナギは、これまでどおり

周年にわたり採ることが禁止されています。 

   
 
 

水痘（水ぼうそう）の 

   予 防 接 種 について 

高齢者の肺炎球菌ワクチン 
   予 防 接 種 について 

❑お問合せ先／ 

  芸西村役場 健康福祉課  担当：西岡・横山  ☏33-2112 
      
       

 9月より村内全域に超高速ブロードバンド(光回線)を敷設する

工事が始まります。住民の皆さまにはご不便をお掛けする場合

がありますが、安全第一で工事を進めていきますので、ご協力

をお願いします。 

❑お問合せ先／ ☏088-821-4608     

   高知県漁業管理課（高知県内水面漁業管理委員会事務局） 

                  

  

   
       

平成２６年度高知県戦没者追悼式 
  

 先の大戦で亡くなられた方を追悼し、平和を祈念するため、高知県

戦没者追悼式を行います。参列を希望される方は下記までお問い合

わせください。 

  

日時：平成２６年１１月１日（土） 

式典：午後１時～ 

場所：高知県立県民文化ホール（オレンジホール） 

          高知市本町４丁目３－３０ 

  

  
 

❑お問合せ先／芸西村役場 担当：岡村  健康福祉課   ☏33-2112  

                        芸西村福祉館  ☏33-2932 

   

      

       

   多重債務者無料相談会  
 
 借金の返済で悩んでいる方を対象に、弁護士や司法書士による

無料相談会を開催します。また、「こころの健康相談会」も同時

に開催しますので、返済生活を送る中で、心身に不調を抱えてお

られる方も、ぜひご相談ください。相談することで、問題解決の

第一歩を踏み出しましょう。 

 借入れ、返済に関する資料があれば、お持ちください。 
 日 時 会 場 

9 月 7 日(日) 13:00～16:00 

・高知県立消費生活センター 

（高知市旭町 3-115 ｿｰﾚ 2 階） 

・南国市社会福祉センター 

（南国市日吉町 2-3-28） 

9 月 9 日(火)13：00～16:00 
・ハローワーク高知 

（高知市大津乙 2536-6） 

9 月 10 日(水)13:00～16:00 
・香美市役所 

（香美市土佐山田町宝町 1-2-1） 

9 月 12 日(金)16:00～19:00 ・高知県立消費生活センター 

9 月 13 日(土)13:00～16:00 

・高知市消費生活センター 

（高知市市民生活課） 

（高知市本町 5-1-45） 

 

＊予約不要・無料・秘密厳守。上記時間内にお越しください。 

ただし、相談者が多数の場合は相談をお断りする場合があり

ますので、ご了承ください。 

❑お問合せ先／経済建設課  ☏33-2113 
      

猫によるトラブルが 

増えています 
ご近所に迷惑がかからないように 

マナーを守って飼いましょう。 


