
県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練
◆◆◆◆  １１月５日（日）９：００ごろ１１月５日（日）９：００ごろ１１月５日（日）９：００ごろ１１月５日（日）９：００ごろ

        　　防災行政無線より緊急地震速報が放送されます。

　　  　　訓練ですので、身を守る行動をお願いします。

　　 　  　　 ※気象・地震活動の状況によっては中止します。

◆ １１月１日（水）1０：００ごろ１１月１日（水）1０：００ごろ１１月１日（水）1０：００ごろ１１月１日（水）1０：００ごろに全国一斉伝達訓練を行います。

　 　　防災無線で伝達放送のみの訓練です。

　　 　❑お問い合わせ先　総務課　☏33-2111

水 木 金 土
１ ２ ３ ４

全国一斉緊急地震速報全国一斉緊急地震速報全国一斉緊急地震速報全国一斉緊急地震速報 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 文化の日文化の日文化の日文化の日
　　訓練  10:00頃　　訓練  10:00頃　　訓練  10:00頃　　訓練  10:00頃 (大正琴コンサート)(大正琴コンサート)(大正琴コンサート)(大正琴コンサート)

【保育所】10:00～11:30

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池

５ ６ ７ ８ ９ １０　 １１
県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練県下一斉防災訓練 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室 幼稚園 地域交流会（秋探し）幼稚園 地域交流会（秋探し）幼稚園 地域交流会（秋探し）幼稚園 地域交流会（秋探し） 人権・行政相談人権・行政相談人権・行政相談人権・行政相談 小学校下校時避難訓練

　訓練  9:00～　訓練  9:00～　訓練  9:00～　訓練  9:00～ 【ほっとハウス】【ほっとハウス】【ほっとハウス】【ほっとハウス】 【馬ノ上ふれあいセンター】【馬ノ上ふれあいセンター】【馬ノ上ふれあいセンター】【馬ノ上ふれあいセンター】 9:30～11:30 【村民会館】10:00～15:00 15:15～15:15～15:15～15:15～
10:30～11:3010:30～11:3010:30～11:3010:30～11:30 10:30～11:3010:30～11:3010:30～11:3010:30～11:30 （雨天の場合は9日に順延）

歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室
振休（校内文化祭）振休（校内文化祭）振休（校内文化祭）振休（校内文化祭） 【琴ケ浜ふれあいセンター】【琴ケ浜ふれあいセンター】【琴ケ浜ふれあいセンター】【琴ケ浜ふれあいセンター】 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室

【中学校】【中学校】【中学校】【中学校】 13:30～14:3013:30～14:3013:30～14:3013:30～14:30 【瓜生谷コミュニティセンター】【瓜生谷コミュニティセンター】【瓜生谷コミュニティセンター】【瓜生谷コミュニティセンター】

10:30～11:3010:30～11:3010:30～11:3010:30～11:30

天ぷら油収集日

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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

１２ １３　 １４ １５ １６ １７ １８
芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室 小学校道徳参観日小学校道徳参観日小学校道徳参観日小学校道徳参観日

【あったかふれあいセンター】【あったかふれあいセンター】【あったかふれあいセンター】【あったかふれあいセンター】 【長谷寄ふれあいセンター】【長谷寄ふれあいセンター】【長谷寄ふれあいセンター】【長谷寄ふれあいセンター】

歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室
13:00～14:0013:00～14:0013:00～14:0013:00～14:00 10:00～11:0010:00～11:0010:00～11:0010:00～11:00

【和食ふれあいセンター】【和食ふれあいセンター】【和食ふれあいセンター】【和食ふれあいセンター】

10:30～11:3010:30～11:3010:30～11:3010:30～11:30

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 ２３２３２３２３ ２４ ２５
高知県民交通安全の日高知県民交通安全の日高知県民交通安全の日高知県民交通安全の日 歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室 心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所 勤労感謝の日

食育教室食育教室食育教室食育教室 【村民会館】

振休（道徳参観日）振休（道徳参観日）振休（道徳参観日）振休（道徳参観日） 【福祉館】【福祉館】【福祉館】【福祉館】 10:00～12:00/13:00～15:00

【小学校】【小学校】【小学校】【小学校】 10:00～13:0010:00～13:0010:00～13:0010:00～13:00 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
【保育所】10:00～11:30

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 可燃ごみ・生ごみ

２６ ２７ ２８ ２９ ３０
乳児健診乳児健診乳児健診乳児健診【保健センター】

12:45～13:00　受付 　　国保税　　国保税　　国保税　　国保税第5期第5期第5期第5期

献血献血献血献血【保健センター】 　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料第5期第5期第5期第5期

10:00～12:30/13:45～15:30 後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料
第5期第5期第5期第5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

金 土
１ ２

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
持久走大会 マラソン大会

校区内各コース 【中学校】11:00～12:30

【小学校】9:40～11:30 （雨天の場合は12日に延期）

（雨天の場合は6日に順延）

イキイキ会憩いの夕べイキイキ会憩いの夕べイキイキ会憩いの夕べイキイキ会憩いの夕べ
【村民会館】18:00～

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

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
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 食育教室食育教室食育教室食育教室 芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日芸西村交通安全の日

【保育所】10:00～11:30 【福祉館】【福祉館】【福祉館】【福祉館】

10:00～13:0010:00～13:0010:00～13:0010:00～13:00

天ぷら油収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
特定健診結果説明会特定健診結果説明会特定健診結果説明会特定健診結果説明会  高知県民交通安全の日 高知県民交通安全の日 高知県民交通安全の日 高知県民交通安全の日 　三者面談　三者面談　三者面談　三者面談（22日まで）（22日まで）（22日まで）（22日まで） 　あゆみ渡し　あゆみ渡し　あゆみ渡し　あゆみ渡し 天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日

（事前予約制）（事前予約制）（事前予約制）（事前予約制） 　【中学校】 　【小学校】

【村民会館】【村民会館】【村民会館】【村民会館】

（1回目）13:30～15:00 （1回目）13:30～15:00 （1回目）13:30～15:00 （1回目）13:30～15:00 

（2回目）18:30～20:00（2回目）18:30～20:00（2回目）18:30～20:00（2回目）18:30～20:00

13:00～14:0013:00～14:0013:00～14:0013:00～14:00

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

24 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

終業式【幼・小・中】終業式【幼・小・中】終業式【幼・小・中】終業式【幼・小・中】 心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所 官庁仕事納め官庁仕事納め官庁仕事納め官庁仕事納め

【村民会館】

　　固定資産税　　固定資産税　　固定資産税　　固定資産税第3期第3期第3期第3期 10:00～12:00/13:00～15:00

　　国保税　　国保税　　国保税　　国保税第6期第6期第6期第6期

　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料第６期第６期第６期第６期 図書館年末年始休館図書館年末年始休館図書館年末年始休館図書館年末年始休館

３１ 後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料 文化資料館・筒井美術館文化資料館・筒井美術館文化資料館・筒井美術館文化資料館・筒井美術館

第６期第６期第６期第６期 12月28日～１月４日まで

可燃ごみ・生ごみ 　紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 年末特別収集 可燃ごみ・生ごみ

芸西病院
33-3833

芸西病院
33-3833

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カシオワールドオープンカシオワールドオープンカシオワールドオープン【【【【kochi黒潮カントリークラブ】】】】 11/2311/2311/2311/23～～～～11/2611/2611/2611/26

芸西村芸術祭芸西村芸術祭芸西村芸術祭芸西村芸術祭

作品展覧会作品展覧会作品展覧会作品展覧会 12/12/12/12/１１１１ ～～～～ 12/12/12/12/３３３３
【【【【村民会館村民会館村民会館村民会館】】】】9:009:009:009:00～～～～16:3016:3016:3016:30

農業用廃ビニール回収農業用廃ビニール回収農業用廃ビニール回収農業用廃ビニール回収
【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】7:007:007:007:00～～～～9:009:009:009:00

農業用廃ポリ回収農業用廃ポリ回収農業用廃ポリ回収農業用廃ポリ回収
【【【【集出荷場集出荷場集出荷場集出荷場】】】】8:008:008:008:00～～～～10:0010:0010:0010:00

12/2912/2912/2912/29（（（（金金金金））））本年最終収集日本年最終収集日本年最終収集日本年最終収集日

来年来年来年来年は・・・は・・・は・・・は・・・

1111月月月月4444日日日日((((木木木木))))カン・カン・カン・カン・乾電池乾電池乾電池乾電池

1111月月月月5555日日日日((((金金金金))))可燃可燃可燃可燃ごみ・ごみ・ごみ・ごみ・生生生生ごみごみごみごみ

・・・・参観授業参観授業参観授業参観授業 12:30～13:15
・・・・PTAPTAPTAPTA文化的行事文化的行事文化的行事文化的行事

13:30～15:00
芸西中吹奏楽部演奏
高知工科大学理科実験ショー

・フリートーク懇談会
15:00～15:45

深谷内科
33-2401

森澤病院
34-1155

芸西オルソクリニック
33-3503

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。
●受付：365日 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
高知市休日夜間急患センター ０８８－８７５－５７１９

つつい脳神経外科
34-0221

★★★★ふれあいセンター・ほっとハウスふれあいセンター・ほっとハウスふれあいセンター・ほっとハウスふれあいセンター・ほっとハウス
12121212月月月月29292929日日日日～～～～1111月月月月3333日日日日までまでまでまで

★★★★あったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンター
12121212月月月月29292929日日日日～～～～1111月月月月3333日日日日までまでまでまで

休

館

日

EAST･マリン･
クリニック
34-000３

まつうら内科消化器科
35-8127

森澤病院
34-1155

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの
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

１２月６日１２月６日１２月６日１２月６日((((水水水水))))～～～～

１月１月１月１月18181818日日日日((((木木木木))))

納期限納期限納期限納期限

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

安芸クリニック
35-3575

生涯学習振興大会生涯学習振興大会生涯学習振興大会生涯学習振興大会
ﾌﾞｷ

「舞技ウギカレッジ」
【９:３０～ 村民会館等】

芸能発表会芸能発表会芸能発表会芸能発表会
【村民会館】 １８：００

バザー・おバザー・おバザー・おバザー・お楽楽楽楽しみしみしみしみ会会会会
【幼稚園】１0：００～１３：００

中学校吹奏楽部中学校吹奏楽部中学校吹奏楽部中学校吹奏楽部
定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会【【【【中学校中学校中学校中学校】】】】

１３：３０開場１４：００～１６：００

みのりのみのりのみのりのみのりの王国王国王国王国
芸西芸西芸西芸西フェスタフェスタフェスタフェスタ
【憩ケ丘運動公園】

１０:００～ １５:００

中学校
地震避難訓練

火災予防運動週間火災予防運動週間火災予防運動週間火災予防運動週間
11/911/911/911/9（木）（木）（木）（木）11/1511/1511/1511/15（水）（水）（水）（水）

歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室歯っぴい☆健口教室

の申込・お問合わせ先の申込・お問合わせ先の申込・お問合わせ先の申込・お問合わせ先

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター

℡℡℡℡３３３３３３３３----２２４５まで２２４５まで２２４５まで２２４５まで

納期限納期限納期限納期限

24242424節季節季節季節季
立冬立冬立冬立冬（（（（りっとうりっとうりっとうりっとう））））

24242424節季節季節季節季
小雪小雪小雪小雪（（（（しょうせつしょうせつしょうせつしょうせつ））））

24242424節季節季節季節季
大雪大雪大雪大雪（（（（たいせつたいせつたいせつたいせつ））））

24242424節季節季節季節季
冬至冬至冬至冬至（（（（とうじとうじとうじとうじ））））

中学校中学校中学校中学校
校内文化祭校内文化祭校内文化祭校内文化祭
（（（（合唱合唱合唱合唱コンクールコンクールコンクールコンクール））））

【【【【中学校体育館中学校体育館中学校体育館中学校体育館】】】】
１１１１３：３：３：３：００～００～００～００～

カシオワールドオープンカシオワールドオープンカシオワールドオープンカシオワールドオープン
【【【【kochi黒潮カントリークラブ】】】】

最終日最終日最終日最終日

芸西村芸術祭芸西村芸術祭芸西村芸術祭芸西村芸術祭 作品展覧会作品展覧会作品展覧会作品展覧会
【【【【村民会館村民会館村民会館村民会館】】】】9:009:009:009:00～～～～16:3016:3016:3016:30


