
土

１

日 月 火 水 木 金

２ 3 4 5 6 7 8
村内一斉 防災訓練村内一斉 防災訓練村内一斉 防災訓練村内一斉 防災訓練 胃胃胃胃がんがんがんがん検診検診検診検診 小学校小学校小学校小学校・・・・夏休夏休夏休夏休みみみみ作品展作品展作品展作品展 ほっとママクラブほっとママクラブほっとママクラブほっとママクラブ

9:00～ 予約制【保健センター】 9:00～16:00 【保育所　10:00～11:30】

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

9 10 11 12 13 14 15
全国瞬時警報全国瞬時警報全国瞬時警報全国瞬時警報システムシステムシステムシステム 人権人権人権人権････行政相談行政相談行政相談行政相談

自動放送試験自動放送試験自動放送試験自動放送試験 【村民会館】10:00～15:00

（10時・10時30分の2回）津田クリニック

農業用廃農業用廃農業用廃農業用廃ビニールビニールビニールビニール回収回収回収回収

【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】

芸西クリニック

３3－3503

（10時・10時30分の2回）

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

16 17 18 19 20 21 22
中学校体育大会中学校体育大会中学校体育大会中学校体育大会((((9999::::00000000～～～～)))) 敬老敬老敬老敬老のののの日日日日 秋分秋分秋分秋分のののの日日日日

職員採用資格試験職員採用資格試験職員採用資格試験職員採用資格試験((((一次一次一次一次)))) 敬老会敬老会敬老会敬老会
【芸西村民会館】受付8:30～ 【土佐ロイヤルホテル】 芸西村交通安全芸西村交通安全芸西村交通安全芸西村交通安全のののの日日日日 小学校運動会小学校運動会小学校運動会小学校運動会

試験開始　8:50 10:00～12:00 県民交通安全県民交通安全県民交通安全県民交通安全のののの日日日日 秋秋秋秋のののの全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動 9:30～15:00
9999////21212121～～～～9999////30303030

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 特別収集・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

23 24 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929
乳乳乳乳がん・がん・がん・がん・子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん予約受付予約受付予約受付予約受付 乳児健診乳児健診乳児健診乳児健診【保健センター】 心配心配心配心配ごとごとごとごと相談所相談所相談所相談所 村長選挙立候補届出事前審査村長選挙立候補届出事前審査村長選挙立候補届出事前審査村長選挙立候補届出事前審査

9/24～10/1 受付13:15～14:00 【保健センター】 9999////28282828～～～～10101010////5555

10：00～12：00/13：00～15：00
草引草引草引草引きボランティアきボランティアきボランティアきボランティア

村長選挙立候補者説明会村長選挙立候補者説明会村長選挙立候補者説明会村長選挙立候補者説明会 【【【【保育所保育所保育所保育所】】】】15151515::::00000000～～～～16161616::::00000000

【生涯学習館】10:00～ 犬・猫　引取り日

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

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

30

芸西病院

３３－３８３３
森澤病院

３４－１１５５

津田クリニック

３４－１１９５
6:006:006:006:00～～～～8:008:008:008:00

観月観月観月観月のののの宴宴宴宴
17:20～20:45

【琴ヶ浜野外劇場】

（雨天・荒天中止）

森澤病院

３４－１１５５

森澤病院

３４－１１５５

農業用廃農業用廃農業用廃農業用廃ビニールビニールビニールビニール回収回収回収回収
【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】6:006:006:006:00～～～～8:008:008:008:00

農業用廃農業用廃農業用廃農業用廃ポリポリポリポリ回収回収回収回収 ８８８８:00:00:00:00～～～～１０１０１０１０:00:00:00:00【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】19191919日日日日～～～～21212121日日日日

30

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
国保税 「「「「法法法法のののの日日日日のののの司法書士司法書士司法書士司法書士 幼稚園運動会幼稚園運動会幼稚園運動会幼稚園運動会

介護保険料 無料法律相談無料法律相談無料法律相談無料法律相談」」」」 9:30～（雨天10/7）

後期高齢者医療保険料 【安芸市役所 1階談話室】 安芸地区中学校陸上大会安芸地区中学校陸上大会安芸地区中学校陸上大会安芸地区中学校陸上大会

第3期 10:00～15:00 【憩ケ丘陸上競技場】

犬・猫　引取り日 相談無料（予約不要） 幸幸幸幸せせせせ発見発見発見発見イベントイベントイベントイベントinininin芸西芸西芸西芸西

11:00～

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 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

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 17:30～19:00

7 8 9 10 11 12 13
体育体育体育体育のののの日日日日 食食食食のののの講演講演講演講演（（（（高橋 本先生高橋 本先生高橋 本先生高橋 本先生）））） 保育所運動会保育所運動会保育所運動会保育所運動会

体育会長杯体育会長杯体育会長杯体育会長杯ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会大会大会大会 【小学校体育館】 ほっとママクラブほっとママクラブほっとママクラブほっとママクラブ

【憩ヶ丘農民広場】8:30～ 15:00～15：45 9:30～（雨天10/14）

高齢者

給食サービス

納期

尾木医院

34-3155

特定健診特定健診特定健診特定健診【【【【保健保健保健保健センターセンターセンターセンター】】】】

肺肺肺肺・・・・大腸大腸大腸大腸・・・・前立腺前立腺前立腺前立腺がんがんがんがん検診検診検診検診
10/310/310/310/3～～～～10/410/410/410/4

9:00～11:00/13:00～15:00

宇都宮内科 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室
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 17:30～19:00

粗大ごみ持込 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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20
おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし一斉清掃一斉清掃一斉清掃一斉清掃 安芸市芸西村陸上記録会安芸市芸西村陸上記録会安芸市芸西村陸上記録会安芸市芸西村陸上記録会 子育子育子育子育てててて広場広場広場広場

芸西村交通安全芸西村交通安全芸西村交通安全芸西村交通安全のののの日日日日 ((((清掃中止清掃中止清掃中止清掃中止のののの場合場合場合場合：：：：23232323日日日日)))) 【小6/憩ケ丘陸上競技場】 【和食ふれあいセンター】 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

村長選挙告示日村長選挙告示日村長選挙告示日村長選挙告示日 13:15～15:30 17:30～19:00

立候補者届出
犬・猫　引取り日 【総務課】8:30～17:00 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

乳乳乳乳がん・がん・がん・がん・子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診検診検診検診 心配心配心配心配ごとごとごとごと相談所相談所相談所相談所

村長選挙投票日村長選挙投票日村長選挙投票日村長選挙投票日 予約制【保健センター】 【保健センター】
10：00～12：00/13：00～15：00

犬・猫　引取り日

県民交通安全県民交通安全県民交通安全県民交通安全のののの日日日日 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 31
1111歳歳歳歳6666カカカカ月月月月・・・・3333歳児健診歳児健診歳児健診歳児健診 村県民税・第3期

国保税

森澤病院
３４－１１５５

深谷内科

３３－２４０１

高齢者

給食サービス

急病時急病時急病時急病時のののの対応対応対応対応をををを相談相談相談相談するならするならするなら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。

農業用廃農業用廃農業用廃農業用廃ビニールビニールビニールビニール回収回収回収回収
【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】6:006:006:006:00～～～～8:008:008:008:00

宇都宮内科
３２－０５００

芸西病院

３３－３８３３

1111歳歳歳歳6666カカカカ月月月月・・・・3333歳児健診歳児健診歳児健診歳児健診

【保健センター】 国保税
受付13:00～13:15 介護保険料

後期高齢者医療保険料

第4期

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料

可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

EAST･マリン･

クリニック

３４－０００３

納期限
または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。

●受付：（木・金・土・日・祝日・年末年始）夜8時～深夜1時

おおおお近近近近くにくにくにくに受診受診受診受診できるできるできるできる医療機関医療機関医療機関医療機関がないがないがないがない場合場合場合場合はははは

高知県救急医療情報センター０８８－８２５－１２９９

診療診療診療診療がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる場合場合場合場合はははは急患急患急患急患センターへセンターへセンターへセンターへ

高知市平日夜間小児急患センター０８８－８７５－５７１９


