
木 金 土

1 2 3
ほっとママクラブ
（大正琴コンサート）

【保育所】10:30～

小学校起震車体験
【小学校】午前中

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 文化の日

4 5 6 7 8 9 10
バザー・お楽しみ会 人権の花　苗植え

【幼稚園】10:00～13:00 【小学校】１・６年生 行政・人権相談
10：45～ 【村民会館】10:00～15:00

犬・猫　引取り日

埋立地開放日 プール村内小中学生無料 天ぷら油収集日

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
献血【保健センター】 地域交流会（秋探し） 保育所・幼稚園 芸能発表会

10:00～12:30/13:30～15:30 【憩ケ丘運動公園】9:30～ 家庭教育学級講演会 【村民会館】18：00～

中学校への体験入学 【生涯学習館】14:00～16:00

【小学6年生】13:20～

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 プール村内65歳以上無料 参観日
【小学校】11：40～12：25

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 (午後：ＰＴＡ文化的行事)

18 19 20 21 22 23 24
みのりの王国芸西フェスタ 予約受付（乳がん検診）
【憩ケ丘運動公園】10:00～15：00 受付～11月26日

県民交通安全の日

プール村内小中学生無料 犬・猫　引取り日

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 勤労感謝の日

25 26 27 28 29 30
乳児健診【保健センター】 体験入園説明会 　　国保税第5期

受付13:15～14:00 心配ごと相談所 【保育所】9:30～10:30 　　介護保険料第5期
対象：3～4ヶ月・6～7ヶ月 【保健センター】 体験入園説明会 後期高齢者医療保険料

　1歳～1歳1ヶ月 10：00～12：00/13：00～15：00 【幼稚園】10:45～11:45 第5期

ほっとママクラブ
犬・猫　引取り日 【保育所】10:00～11:30 プール村内小中学生無料

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

土

1

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
持久走大会 子育て広場(離乳食講座)

【小学校】9:40～11:30 【和食ふれあいセンター】

13:15～15:30

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
地域交流会 ほっとママクラブ クリスマス子ども会

【幼稚園】10:00～ 【保育所】10:00～11:30 【幼稚園】10:00～

年末年始の交通安全運動
（１２月１０日～１月９日）

犬・猫　引取り日 プール村内小中学生無料 天ぷら油収集日 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
乳がん検診 県民交通安全の日 あゆみ渡し

予約制【保健センター】 【小学校】10:00～

芸西村交通安全の日 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

23 24 25 26 27 28 29
　　固定資産税第3期 心配ごと相談所 官庁仕事納め

　　国保税第6期 【保健センター】

　　介護保険料第６期
10：00～12：00/13：00～15：00 図書館年末年始休館

後期高齢者医療保険料 ～１月４日まで

第６期

幼稚・小・中学校終業式 プール村内小中学生無料 犬・猫　引取り日 プール女性サービスデー

天皇誕生日 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

30 31

芸西病院

３３－３８３３

安芸クリニック

３５－３５７５

尾木医院

34-3155

森澤病院

３４－１１５５

芸西病院

３３－３８３３

森澤病院

３４－１１５５

まつうら内科消化器科

３５－８１２７

津田クリニック

３4-1195

森澤病院

３４－１１５５

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

高齢者

給食サービス

カシオワールドオープンゴルフ開催 22～25日
【kochi黒潮カントリークラブ】

カシオワールドオープン

森澤病院

３４－１１５５

納期限

納期

EAST･マリン･

クリニック

３４－０００３

つつい

脳神経外科

３４－０２２１

芸西クリニック

３3－3503

芸西村芸術祭

作品展覧会
【村民会館】

9:00～16:30

11月30日

～12月2日

作品展覧会

企画展・「ザ・大相撲」

【文化資料館】

11月17日～12月16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：（木・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

農業用廃ビニール回収

【集出荷場】7:00～9:00

農業用廃ポリ回収

【集出荷場】8:00～10:00

海水健康プール芸西 年末年始の営業時間のお知らせ

12月30日（日）まで通常営業

12月31日（月）12:00～17:00（16:00受付終了）

1月 1日（火）12:00～17:00（16:00受付終了）

1月 2日（水）≪定休日≫ 1日（火）祝日の振替

1月 3日（木）12:00～17:00（16:00受付終了）

1月 4日（金）から通常営業

★本年最終収集日★

来年は１月４日(金)

可燃ごみ・生ごみ

からです。



   

○高知大学医学部附属病院からのお願い
　「皮膚科」「整形外科」の初診は紹介状が必要です

　当院の「皮膚科」「整形外科」では、外来患者さんが著しく増加して
おります。そのため、予約患者さんの診療が予約時間通りに行えないこ
とや、入院患者さんの診療に十分な時間を割くことが出来ない等の支障
がでています。
　つきましては、平成24年8月より「皮膚科」「整形外科」では紹介状
をお持ちでない患者さんで、当院「皮膚科」「整形外科」を初めて受診
される患者さんや予約のない患者さんは外来診療をお受けできなくなり
ました。
　誠に勝手ですが、来院の際には、お近くのクリニック等からの紹介状
をお持ちください。なお、その際ＦＡＸ予約をしていただけますと待ち
時間の短縮につながります。
　何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。ただし、前回受診から
3カ月以内の場合は紹介状なしでも受診していただけます。

✜申込対象者

✜申 込 方 法

✜申 込 枚 数

✜申 込 先

✜受 付 期 間

✜贈 呈 枚 数
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11月22日（木）から25日（日）にかけて黒潮カントリークラブで開催される、カシオワールドオープンゴルフ

の観戦招待券（１枚）を抽選で3０名の方に贈呈します。

芸西村に住所を有する方で中学生以上の年齢の方

申込用紙に次の事項をご記入のうえ、芸西村役場企画振興課にご持参ください

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢

（申込用紙は芸西村役場にあります。官製はがきに必要事項を記入して郵送によるご応募

も受け付けますので、その場合は「カシオワールドオープン招待券申込」とご記入ください。）

お申し込み枚数は、お一人様１枚とさせていただきます

〒781-5792  安芸郡芸西村和食甲１２６２番地 芸西村役場 企画振興課

平成24年11月1日（木）～11月14日（水） 持参の場合は平日のみ

30枚

プレゼント！

※申し込みが30名を超える場合は抽選とします。この場合、招待券の発送をもって贈呈者の発表とさせていただきます。

❑お問合せ先／ 企画振興課 担当：原 ☏33-2114

平成24年11月17日（土）

午後6時～ 村民会館ホール
芸能発表会

作品展覧会
平成24年11月30日（金）～12月2日（日）

午前9時～午後4時30分 村民会館

下記の条件をすべて満たす方に貸与しています。

ご希望の方は期限までに仮申請書をご提出ください。

❏貸与条件
①引き続き1年以上芸西村にお住まいの方のお子さん

②勉学意欲がある学生で経済的理由により就学が困難な方

③税金等の滞納がない世帯であること（給食費等を含む）

④世帯の所得が一定基準以下であること

（詳細については、担当までお問い合せください）

❏貸付額
①高等学校等 （月額2万円以内）

②大学等 県内（月額3万円以内）

③大学等 県外（月額4万円以内）

❏提出書類
「芸西村奨学資金貸与仮申請書」及び添付書類一式

※芸西村教育委員会にあります

❏提出期限

平成24年12月21日（金）
※期限を過ぎますと貸与できませんのでご注意ください

平成25年度

芸西村奨学資金 貸与について

❑お問合せ先／高知大学医学部附属病院

医事課 ☏088-880-2235

芸西村介護保険事業計画策定委員会

芸西村地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会

芸西村地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会

の委員を募集します

委員の主な職務内容

○介護保険サービスの種類や量、事業内容や事業計画

に関することについて審議、調整を行います

○地域包括支援センターの運営に関する様々な事項に

つき所掌します

○地域密着型サービスの指定に対し意見を述べ、運営

に関し協議をします

任期：平成25年3月31日まで

（欠員による残任期間、再任可）

募集人数：65歳以上（1号被保険者）・・・・1名程度

申込締切：平成24年11月29日（木）

■お申込み・お問合せ先／健康福祉課 担当：宅間

℡33-2112

1 採用職種：保育士

2 採用予定人数：若干名

3 受験資格：①昭和53年4月2日～平成7年4月1日までに生れた人で高等学校卒業以上の学力を有する人

②保育士・幼稚園教諭の両免許を有する人、または平成25年3月31日までに免許取得見込みの人

③採用後、芸西村に居住できる人

4 申込書類：①受験申込書(指定様式) ②履歴書(指定様式) ③写真(縦4㎝×横3㎝)1枚(履歴書貼付とは別に必要)

5 申込書配布及び受付期間：平成24年11月1日（木）～平成24年11月15日（木）：必着

6 試験実施日：一次試験 平成24年12月2日（日）

①教養試験 ②専門科目（保育士） ③事務適性検査 ④職場適性検査

二次試験 平成25年1月中旬頃（一次試験合格者のみ）

①作文 ②面接試験

7 試験会場：芸西村生涯学習館(芸西村役場北側)  ■お申込み及びお問合せ先:芸西村役場総務課 管理係 ☎33-2111

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。受験を希望される方は期日までに申し込んでください。

最低賃金改正のお知らせ
○高知労働局では、県内すべての

労働者に適用される「高知県最低

賃金」を改正し、10月26日から施行

することとしました

○この決定により、10月26日以降

分として労働者に支払う賃金は、

1時間652円以上としなければなり

ません

☆お問合せ先

高知労働局 賃金室

☎088（855）6024

安芸労働基準監督署

☎0887（35）2128

村営住宅入居者募集のお知らせ 
 村営住宅入居者を下記のとおり募集します 

場  所   芸西村和食甲１８６０番地 

団 地 名       下中団地 

募集戸数   １戸 （１０３号室） 

１戸当りの居住面積    ６３．５㎡（３ＤＫ） 

家  賃   所得によって決定となります 

申込資格   ①所得が一定の範囲未満である方 

       ②自ら居住するために住宅を必要とする方 

       ③入居者及び同居者、連帯保証人に税の滞納がない方 

④入居者及び同居者が暴力団員でない方 

募集受付期間  平成２４年１０月２９日（月）から 

        平成２４年１１月 ９日（金）まで 

 

❑お問合せ先／芸西村役場 経済建設課 住宅係 ☏33-2113  

平成２４年度芸西村文化資料館企画展  

 ザ・大相撲  

・１１月１７日(土)  午後１時３０分～ 

初日は、相撲の話・しこ名披露・相撲甚句「芸西づくし」披露を 

行います。ぜひお誘い合わせて、ご参加ください。 

 

期間：平成２４年１１月１７日(土)～１２月１６日(日) 

午前９時～午後４時３０分 

休館：月曜日（祝日は開館） 

場所：芸西村文化資料館 

主催：芸西村教育委員会・芸西村文化資料館 

後援：芸西村文化協会 

 

＊相撲に関する品物や資料(写真)を募集しています。お持ちの方で貸出ししてもかま

わない方は 11 月 7 日までに文化資料館または教育委員会までご連絡ください。 

お問合せ先：芸西村教育委員会 33-2400 担当：片山 


