
金 土

1 2

ほっとママクラブ
【保育所】10:00～11:30

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
村内一斉防災訓練 9:00～

　炊き出し11:00～

犬・猫　引取り日

埋立地開放日 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 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

ほっとママクラブ 人権･行政相談 中学校卒業式
【保育所】10:00～11:30 【村民会館】10:00～15:00 9:30～

所得税確定申告期限

芸西村交通安全の日

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 てんぷら油収集日 犬・猫　引取り日

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

献血【保健センター】 幼稚園卒園式 小学校卒業式 県民交通安全の日 幼・小・中修了式
9:45～12:30/13:30～15:30 10:00～ 9:30～

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

24 25 26 27 28 29 30

保育所修了式 心配ごと相談所

10:00～ 【保健センター】

乳児健診【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

受付13:15～14:00 プール村内小中学生無料 犬・猫　引取り日

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

31

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

保育所入所式 10:00～

埋立地開放日 犬・猫　引取り日 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

幼稚園入園式  9:30～

中学校入学式 10:00～

小学校入学式 13:30～

幼・小・中 始業式 犬・猫　引取り日 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
芸西村交通安全の日 子育て広場

県民交通安全の日 【ほっとハウス】13:15～15:45

犬・猫　引取り日 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

心配ごと相談所

【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

県民交通安全の日

犬・猫　引取り日 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

　　固定資産税第１期

軽自動車税

特別収集日 犬・猫　引取り日

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル

芸西病院

３３－３８３３

納期限

森澤病院

３４－１１５５

納期限

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

納期限 納期限

つつい脳神経外科

３４－０２２１

津田クリニック

３４－１１９５

尾木医院

34-3155

芸西オルソクリニック

33-3503

高齢者

給食サービス

小・中 学校家庭訪問

4/22・23・25・26

幼稚園 家庭訪問 4/9～11

高知東海岸

海・山なんでも新鮮市
【高知市 中央公園】

３/9～１０

PRGRレディースカップ

3/15～17【土佐カントリークラブ】

PRGRレディースカップ

春の全国

交通安全運動
4/6～15

修学旅行 中学校2年生 4/23～26

国保被保険者証交換 3/25～

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：（金・土・日・祝日・年末年始）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

夜間や休日等にお子様の具合が

悪くなったら、あわてないで、

症状を確認して、まずは

＃８０００
へ電話相談しましょう

保育所家庭訪問

4/5・8・9

4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4月号に掲載しま

す。ご了承ください。



募 集 内 容 ①保育所・幼稚園で臨時職員・パート職員として保育に従事できる方

   ②庁舎内の一般事務補助として臨時職員・パート職員として従事できる方

※いずれも職員の補充が必要になった場合に選考を行います

※6ヶ月以内の雇用期間内で、勤務条件に合う方にお願いします

賃 金 一般事務・無資格　6,700円/日額　　有資格7,200円/日額

 パート職員は日額を基礎とした時間給

就 業 時 間 8:30～17:15       保育所は早出・遅出(7：30～18：45)の勤務割振り有

休 日 土日・祝日　　保育所は日・祝

登 録 資 格 税金などの滞納の無い方

村内に在住の方

提 出 書 類 履歴書（様式自由）

選 考 方 法 登録していただいている方に連絡した上、面接を行います

締 切 特になし　随時受付ます

平成25年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
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7
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1
1

臨時・パート職員登録者募集レディスカップ観戦者の皆様へ 臨時・パート 職員登録者募集

❑お問合せ先／

役場 総務課 管理係 ☏33-2111

❑お問合せ先／土佐カントリークラブ ☏0887-55-2131（代）

役場 企画振興課 ☏33-2114

高知県交通安全協会安芸支部よりお知らせ

自動車等運転者の表彰について

高知県交通安全協会安芸支部の会員にお知らせします。

高知県交通安全協会の会員であって、当支部(安芸署)管内に居住

し、自動車又は二輪車(原付を含む)の運転経歴が10年で、７年以上

無事故・無違反の方を表彰します。(但し、過去に交通安全協会の表

彰を受けていないこと)

表彰を希望される方は、下記にお申し込みください。

◆受付：高知県交通安全協会安芸支部

平成２５年３月１日（金）～３月２９日（金）

(但し、土・日・祝日を除く。午前９時～正午、午後１時～午後５時まで)

❑お問合せ（お申し込み等詳細）／

高知県交通安全協会安芸支部 ☏34-4574

安芸市矢ノ丸２丁目９－２( 安芸警察署内)

平
成

2

4

年
度

❑お問合せ先／自衛隊高知地方協力本部 安芸地域事務所 ☏35-2749
安芸市本町３丁目１１－５（Smile Aki前２Ｆ）

ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

携帯サイト http://www.mod.go.jp/pco/kochi/itop.htm

来る３月１５日から１７日までの３日間、土佐カントリークラブで開催されますヨコ

ハマタイヤゴルフトーナメント「PRGRレディスカップ」を観戦される方は、会場ギャラ

リー受付にて当日券も発売されますので是非ご来場ください。

また、和食川水門駐車場から大会運営ボランティア専用のシャトルバスが運行

されますが、ゴルフ会場に向かう村内の方に限り便乗できますのでご利用ください。

なお、シャトルバスはボランティアを優先に送迎後の午前７時３０分頃から約３０

分程度の間隔で運行しますが、午前９時以降になりますと間隔が大きくなる場合が

ありますのでご了承ください。

❉午前７時過ぎまで 大会運営ボランティア優先

❉午前７時３０分頃～ 約３０分間隔での送迎

❉午前９時頃以降 運行間隔が大きくなります

平成２５年度『自衛隊幹部候補生』募集

在宅介護者の集いのご案内

皆さん、お元気でお過ごしですか？

介護をされている方同士、リフレッシュしませんか？

≪日 時≫ 平成２５年３月１３日（水）午前１０時～午後３時

≪内 容≫ いちご狩りと「龍馬伝」幕末志士社中見学

≪対象者≫ 在宅で高齢者を介護しているご家族

≪参加費≫ 無料（昼食代とおこづかいは実費）

≪締 切≫ ３月８日（金）まで

❑お問合せ・お申込み先／芸西村社会福祉協議会 担当：大和 ☏32-2211

■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です。詳しくは、ホームページをご覧下さい。

■開所時間
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

就職に迷ったら、仕事に困ったら

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！

❑お問合わせ先／ 高知県就職支援相談センター ジョブカフェこうち

TEL: 088-802-2025  FAX: 088-823-7005

E-mail: info@jobcafe-kochi.jp

URL:http://jobcafe-kochi.jp/      

使わなくなった

高齢者向けの

介護用品はありませんか？

○車いす

○シルバーカー、歩行器

○つえ

○シャワーチェアー

○手すり、踏み台（取り付け式でないもの）など…

おじいさん、おばあさんが使っていたけれど、今は使わなくなった介護用品が

あればご寄付をお願い致します。村内高齢者や障害者のために再利用させ

ていただきます。

※現在も使用できるものに限らせていただきます。一度お問合せください。
❑お問合せ先／健康福祉課 担当：宅間 ☎３３－２１１２

芸西村社会福祉協議会 担当：大和 ☏32-2211


