
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
高知大学公開講座第2回 ほっとママクラブ
【生涯学習館】19:00～ 【保育所】10:00～11:30

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
保幼小中PTAスポーツ大会 消防団員特定健診 人権･行政相談
13:00～【小学校体育館】 【保健センター】13:00～14:00　 【村民会館】10:00～15:00

献血【保健センター】

10:00～12:30/13:30～15:30

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 高知大学公開講座第3回 あゆみ渡し【小学校】 幼小中　終業式 県中学校総体

【生涯学習館】19:00～ 20日～22日

特別収集日 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

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
大腸がん検診容器回収 乳児健診【保健センター】 心配ごと相談所 地籍調査説明会
【村民会館】7:30～9:00 受付12:45～13:45 【保健センター】 【村民会館】11:00～

県民交通安全の日
10：00～12：00/13：00～15：00

高知大学公開講座第4回

【生涯学習館】19:00～

犬・猫　引取り日 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

28 29 30 31
第38回芸西村納涼祭 国保税

【琴ヶ浜野外劇場】雨天時は中止 介護保険料
18:00～21:00 後期高齢者医療保険料

全期前納・第1期

愛園作業　　　　　　 　　　固定資産税
【保育所】７:00～ 第2期

高知大学公開講座第5回

犬・猫　引取り日 【生涯学習館】19:00～

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

木 金 土

1 2 3
乳がん・子宮がん検診
事前予約制【保健センター】

プール村内65歳以上無料

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10
ほっとママクラブ 　　　子育て広場
【保育所】10:00～11:30 　　　　【ほっとハウス】

　　　　13:15～15:30

犬・猫　引取り日 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

11 12 13 14 15 16 17
芸西村戦没者追悼式

【村民会館】10:00～(受付9:30～）

芸西村交通安全の日

犬・猫　引取り日 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

18 19 20 21 22 23 24
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

犬・猫　引取り日 プール女性サービスデー

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 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

25 26 27 28 29 30 31
胃がん検診 心配ごと相談所

事前予約制【保健センター】 【保健センター】

愛校作業【中学校】7:00～
10：00～12：00/13：00～15：00

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

※竹藪埋立処分地は、平成25年6月をもって埋立処分を終了しました※

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

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

農業用廃ビニール回収 6:00～8:00

【集出荷場】 22日～23日

農業用廃ビニール回収 6:00～8:00

【集出荷場】 19日～20日

農業用廃ポリ回収 8:00～10:00

【集出荷場】 17日～19日

農業用廃ビニール回収 6:00～8:00

【集出荷場】 8日～9日

農業用廃ビニール回収 6:00～8:00

【集出荷場】 7日～8日

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

後期高齢者医療被保険者証交換
22日～ （土日除く） ☎33-2112

期末テスト【中学校】 1～3日

特定健診【保健センター】

肺・大腸・前立腺がん検診

16日～17日
9:00～11:00/13:00～15:00

納期限

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】 3～4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2日

児童・家庭相談 毎週木曜日 9:00～12:00

【保健センター２階】

農業用廃ポリ回収 8:00～10:00

【集出荷場】 14日～16日



   第２回 平成25年7月3日 （水）

第３回 平成25年7月17日 （水）

第４回 平成25年7月24日 （水）

第５回 平成25年7月31日 （水）

検診日 費用

胃がん ８月25日（日） 500円

乳がん

子宮がん

 「施設園芸における省エネルギー対策の現状
　　　        －複合エコ環境制御技術開発の取り組み－」

１９：００～２０：３０ 高知大学 農学部 農学科 暖地農学 准教授　  宮内 樹代史

「ライフスタイルを見直して病気を予防しよう！」

7月19日（金）

８月9日（金）

予約申込締切日

8月　2日（金） 500円
40歳以上

（2年に1回）

40歳以上

対象者

日程
テーマ

講師

１９：００～２０：３０ 高知大学 医学部 医学科 医療学 助教　 大浦　麻絵

「地域資源で村を元気に！」

１９：００～２０：３０ 高知大学 国際・地域連携センター長・副学長・農学部　教授　受田 浩之

「お酒に飲まれずに飲むための基礎知識」

１９：００～２０：４５ 高知大学 医学部 医学科 消化器内科学 准教授　 岩崎　信二

平成24年度の職員採用資格試験を次のとおり実施します。

がんによる死亡を減らすためには、

早期発見、早期治療が大切です。

自分自身の身体を知り、健康を守るためにも、ぜひがん検診を受けましょう！

//予約方法 //

平日８：３０～１７：１５の間に、 健康福祉課 ☎３３－２１１２ まで
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後期高齢者医療

被保険者証交換について

７月22日（月）～ ※土日は除く
新しい被保険者証と交換しますので役場までおいでください

役場への来庁が難しい場合は下記までご連絡ください

■お問合せ先 / 芸西村役場 健康福祉課 ℡３３－２１１２

平 成 24 年 度 の実 績 報 告

平成24年度 事業報告
・社協運営 ・高齢者福祉活動 ・身障（児）者、心身（児）者福祉対策

・青少年育成支援 ・保健福祉活動 ・環境美化活動

・自立更生への相談、援助活動 ・地域福祉活動

・あったかふれあいセンター事業

・共同募金、歳末たすけあい運動 ・日赤社資募集

・事務局団体への支援（身障連、日赤奉仕団）

・災害ボランティアセンター設置マニュアル策定

芸西村社会福祉協議会より

高知大学公開講座のご案内
左記のとおり、公開講座を開設します。

受講される方には、テキストを頒布し、３

回以上出席された方には修了証書を授

与します。

当日の参加も可能ですが、できるだけ

事前にお申し込みください。受講料は無

料です。

なお、託児所を開設いたしますので、ぜ

ひ公開講座にご参加ください。

■お問合せ先 /

芸西村役場 企画振興課 ℡３３－２１１４

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 4,546,684 3,699,259 847,425 10 流　動　負　債 728,841 770,396 △41,555
   02 預　　貯　　金 3,686,186 2,541,609 1,144,577    02 未　　払　　金 728,841 770,396 △41,555
      09 普  通  預  金 3,686,186 2,541,609 1,144,577       01 未　　払　　金 728,841 770,396 △41,555
   04 未　　収　　金 860,498 1,157,650 △297,152
      01 未　　収　　金 860,498 1,157,650 △297,152

02 固　定　資　産 17,623,225 16,829,321 793,904 11 固　定　負　債 10,693,260 9,890,150 803,110
   03 基　本　財　産 1,982,436 1,982,436 0    04 退職給与引当金 10,693,260 9,890,150 803,110
      01 基本財産特定預金 1,982,436 1,982,436 0

負債の部合計 11,422,101 10,660,546 761,555
   04 その他の固定資産 15,640,789 14,846,885 793,904
      05 車 両 運 搬 具 39,328 81,194 △41,866 13 基　　本　　金 1,982,436 1,982,436 0
      06 器具及び備品 81,602 235,780 △154,178    01 基　　本　　金 1,982,436 1,982,436 0
      16 退職共済預け金 10,679,760 9,690,960 988,800 14 基　　　　　金 1,824,617 1,824,069 548
      18 事業費積立預金 2,010,325 2,009,925 400    01 福　祉　基　金 1,824,617 1,824,069 548
      19 備品等購入積立預金 1,005,157 1,004,957 200
      23 福祉基金積立特定預金 1,824,617 1,824,069 548 17 その他の積立金 3,015,482 3,014,882 600

   03 備品等購入積立金 1,005,157 1,004,957 200
   04 事業費積立金 2,010,325 2,009,925 400
18 次期繰越活動収支差額 3,925,273 3,046,647 878,626
（うち当期活動収支差額） (879,774) (892,972) (△13,198)

純資産の部合計 10,747,808 9,868,034 879,774
資産の部合計 22,169,909 20,528,580 1,641,329 負債及び純資産の部合計 22,169,909 20,528,580 1,641,329

負   債   の   部
（単位：円）

資   産   の   部

純　　資　　産　　の　　部

5月に高知県中部から西部にかけけて還付金詐欺が発生しました。

市町村役場や医療機関を騙って「医療費の返還があります。期限間

近なので急いで手続きしてください」などと電話をかけ、個人情報や携

帯電話の所持を確認すると、近くの銀行や量販店のATMに誘導して

操作を指示し送金させる手口です。

※ＡＴＭを操作して還付金が返還されることはありません！！

※電話帳で調べた市町村役場・医療機関の番号にかけて確

認しましょう！！

■安芸警察署 ℡34-0110 / 安芸地区地域安全協会 ℡35-7666

❁持参するもの❁

①これまでお使いの被保険者証

②認め印

芸西村国民健康保険にご加入の４０～７４歳の方へ

特定健診で

健康チェック！

年に一度は

ぜひ受けよう！

がん検診

健 診 日／７月１６日（火）・１７日（水）
受付時間／ ９：００～１１：００

１３：００～１５：００

場 所／村民会館

■お問合せ先 / 芸西村役場 健康福祉課 ℡３３－２１１２

❉現在治療中の方も対象です

❉健診費用は無料です

貸 借 対 照 表(平成25年3月31日現在)


