
月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６
成人式成人式成人式成人式 官庁仕事はじめ官庁仕事はじめ官庁仕事はじめ官庁仕事はじめ 24節季【小寒】24節季【小寒】24節季【小寒】24節季【小寒】 新春タコの山のぼり新春タコの山のぼり新春タコの山のぼり新春タコの山のぼり

【村民会館】13:00～15:00 【役場集合】9:45

日 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
成人の日成人の日成人の日成人の日 交通安全街頭指導日交通安全街頭指導日交通安全街頭指導日交通安全街頭指導日 栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室 人権･行政相談人権･行政相談人権･行政相談人権･行政相談 凧あげ大会凧あげ大会凧あげ大会凧あげ大会

始業式始業式始業式始業式【幼・小・中】 【あったかふれあいセンター】 【村民会館】10:00～15:00 【和食川河口導流堤】

10:00～13:00 13:00～14:00

特別収集日特別収集日特別収集日特別収集日 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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
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 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 通学路安全の日通学路安全の日通学路安全の日通学路安全の日 黒糖饅頭づくり黒糖饅頭づくり黒糖饅頭づくり黒糖饅頭づくり 24節季【大寒】24節季【大寒】24節季【大寒】24節季【大寒】

【保育所】10:00～11:30 新入児一日入学新入児一日入学新入児一日入学新入児一日入学 小学校6年生

栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室 【小学校】

【琴ケ浜ふれあいセンター】 11：00～12:5511：00～12:5511：00～12:5511：00～12:55

10:00～13:00 認知症講演会認知症講演会認知症講演会認知症講演会
【村民会館】

14：00～15:3014：00～15:3014：00～15:3014：00～15:30

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

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

県民交通安全の日県民交通安全の日県民交通安全の日県民交通安全の日 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 ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室 栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室

【村民会館】 【福祉館】【福祉館】【福祉館】【福祉館】 【瓜生谷コミュニティセンター】

10：00～12：00/13：00～15：00 10：00～13：0010：00～13：0010：00～13：0010：00～13：00 9:30～12:00

ＣＫＤ（慢性腎臓病）ＣＫＤ（慢性腎臓病）ＣＫＤ（慢性腎臓病）ＣＫＤ（慢性腎臓病）

予防教室[事前予約制]予防教室[事前予約制]予防教室[事前予約制]予防教室[事前予約制]

【村民会館】【村民会館】【村民会館】【村民会館】

9：30～13:009：30～13:009：30～13:009：30～13:00

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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

２８ ２９ ３０ ３１

第66回高知県市町村第66回高知県市町村第66回高知県市町村第66回高知県市町村    乳児健診   乳児健診   乳児健診   乳児健診 　　国保税　　国保税　　国保税　　国保税第7期第7期第7期第7期

対抗駅伝大会対抗駅伝大会対抗駅伝大会対抗駅伝大会   【村民会館】  【村民会館】  【村民会館】  【村民会館】 　　村県民税　　村県民税　　村県民税　　村県民税第4期第4期第4期第4期

 受付12:45～13:00 受付12:45～13:00 受付12:45～13:00 受付12:45～13:00 　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料　　介護保険料第7期第7期第7期第7期

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7期第7期第7期第7期

小学校ユニセフバザー小学校ユニセフバザー小学校ユニセフバザー小学校ユニセフバザー

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

木 金 土

１ ２ ３
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（豆まき）（豆まき）（豆まき）（豆まき） 小学生親子スキー・小学生親子スキー・小学生親子スキー・小学生親子スキー・
【保育所】10:00～11:30 スノーボード教室スノーボード教室スノーボード教室スノーボード教室

【鳥取県大山スキー場】

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
24節季【立春】24節季【立春】24節季【立春】24節季【立春】 子育て広場（離乳食教室）子育て広場（離乳食教室）子育て広場（離乳食教室）子育て広場（離乳食教室） 一日入園・入園説明会一日入園・入園説明会一日入園・入園説明会一日入園・入園説明会 建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日

【村民会館】10：00～ 【幼稚園】14:00～15：45【幼稚園】14:00～15：45【幼稚園】14:00～15：45【幼稚園】14:00～15：45 小学校 学習発表会小学校 学習発表会小学校 学習発表会小学校 学習発表会
栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室 13:30～15：3013:30～15：3013:30～15：3013:30～15：30

【和食ふれあいセンター】 懇談会・マイ弁当の日懇談会・マイ弁当の日懇談会・マイ弁当の日懇談会・マイ弁当の日

10:00～13:00 【小学校　体育館】

消防初午駅伝消防初午駅伝消防初午駅伝消防初午駅伝
15:30スタート てんぷら油　特別収集日

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

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
芸西村地区対抗駅伝芸西村地区対抗駅伝芸西村地区対抗駅伝芸西村地区対抗駅伝 小学校代休小学校代休小学校代休小学校代休 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 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

14:00　スタート 【保育所】10:00～11:30

栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室
【馬ノ上ふれあいセンター】

特別収集日特別収集日特別収集日特別収集日 10:00～13:00

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
24節季【雨水】24節季【雨水】24節季【雨水】24節季【雨水】 県民交通安全の日県民交通安全の日県民交通安全の日県民交通安全の日 幼稚園 参加日幼稚園 参加日幼稚園 参加日幼稚園 参加日 入所説明会０歳児入所説明会０歳児入所説明会０歳児入所説明会０歳児 入所説明会1～3歳児入所説明会1～3歳児入所説明会1～3歳児入所説明会1～3歳児

【幼稚園】9:00～ 【保育所】9:30～ 【保育所】9:30～

新入児保護者説明会新入児保護者説明会新入児保護者説明会新入児保護者説明会 幼稚園 地域交流会幼稚園 地域交流会幼稚園 地域交流会幼稚園 地域交流会
【小学校】11:00～12:30 （ほたる幼虫放流）
ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室ヘルシー食堂・栄養教室 【幼稚園】9：30～

【福祉館】
10：00～13：00

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 ビン 可燃ごみ・生ごみ

２５ ２６ ２７ ２８
在宅介護者の集い・在宅介護者の集い・在宅介護者の集い・在宅介護者の集い・ 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 　　      国保税第8期　　      国保税第8期　　      国保税第8期　　      国保税第8期

ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座 【村民会館】       固定資産税第4期      固定資産税第4期      固定資産税第4期      固定資産税第4期
【村民会館】 10：00～12：00/13：00～15：00

      介護保険料第8期      介護保険料第8期      介護保険料第8期      介護保険料第8期
10:00～15:30   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

1歳6ヵ月・3歳児健診1歳6ヵ月・3歳児健診1歳6ヵ月・3歳児健診1歳6ヵ月・3歳児健診                                                                     第8期第8期第8期第8期

【村民会館】

受付12:45～13:00
可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

　　　　 平成３０年

芸西病院
３３－３８３３

森澤病院
３４－１１５５

深谷内科
３３－２４０１

森澤病院
３４－１１５５

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

ふれあいセンター

ほっとハウス
開館１月4日～

納期限

森澤病院
３４－１１５５

◆児童相談◆

毎週木曜日

������

9:00�12:00

１月18日(木)まで

���卿�

交通安全運動

つつい

脳神経外科
３４－０２２１

納期限納期限

在宅介護者の集い在宅介護者の集い在宅介護者の集い在宅介護者の集い

ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座
■申込・お問い合わせ先

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

☎３３－２２４５

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会

☎３２－２２１１

森澤病院
３４－１１５５

EAST･マリン･

クリニック

34-000３

まつうら内科

消化器科
３５－８１２７

芸西病院

３３－３８３３

安芸クリニック
３５－3575

宇都宮内科
３２－０５００

まつうら内科

消化器科

３５－８１２７

図書館

文化資料館

筒井美術館
開館１月5日～

2222月月月月28282828日日日日

納期限納期限納期限納期限

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

納期限納期限納期限納期限

納期限

栄養栄養栄養栄養教室教室教室教室

【ほっとハウス】

10:00～13:00

栄養教室栄養教室栄養教室栄養教室
【長谷寄ふれあい

センター】10:00～13:00

ロコトレ説明会ロコトレ説明会ロコトレ説明会ロコトレ説明会
【あったかふれあい

センター】13:30～14:30

栄養栄養栄養栄養教室教室教室教室
ロコトレ説明会ロコトレ説明会ロコトレ説明会ロコトレ説明会


