
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

軽自動車税 小学校遠足 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

全期 月琴で綴る龍馬の手紙 　　24節季　立夏

【文化資料館】18:30～

小学校代休（4/28の代休）

日 月 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

6 7 8 9 10 11 12

体力測定 体力測定 人権･行政相談 小学校避難訓練 ふれあい地引網のつどい

【長谷寄ふれあい】10:30～ 【瓜生谷コミセン】10:00～ 【村民会館】10:00～15:00 体力測定 【琴ヶ浜野外劇場前】

【ほっとハウス】13:30～ 交通安全村民会議・ マイ弁当の日 【琴ヶ浜ふれあい】13:00～ 9:00～12:00（雨天時5/19）

部落長会 (幼稚園・小学校・中学校)

【村民会館】13:30～ 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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

13 14 15 16 17 18 19
母の日 村民交通安全の日 ほっとママクラブ 保幼小中PTA連絡協議会

【保育所】10:00～11:30

全国瞬時警報システム

全国一斉情報伝達試験 11:00～

体力測定
【馬ノ上ふれあい】11:00～

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

20 21 22 23 24 25 26

県民交通安全の日 体力測定 犬の登録 9:30～15:00 村長杯ゴルフ大会

【和食ふれあい】10：00～ 狂犬病予防注射

心配ごと相談所 起震車体験【小学校・中学校】 道徳参観日【中学校】

24節季　小満 【村民会館】 PTAガードパイプ塗 （代休は6月1日[金]）

10：00～12：00/13：00～15：00
(雨天25日に順延)【幼稚園】

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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30 31

田植え【小学校】 乳児健診【保健センター】 固定資産税
予備日(29日・31日) 受付12:45～13:00 前納・1期

浜ヨガ
【野外劇場】

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

人権･行政相談
【村民会館】10:00～15:00

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9

歯っぴい健口教室 歯っぴい健口教室 道徳参観日･引き渡し訓練 幼小合同避難訓練
【長谷寄ふれあい】10：30～ 【瓜生谷コミセン】10：00～ 【小学校】 歯っぴい健口教室
【ほっとハウス】13：30～ 歯っぴい健口教室 【和食ふれあい】10：00～

24節季　芒種 【馬ノ上ふれあい】10：30～

【琴ヶ浜ふれあい】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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

10 11 12 13 14 15 16
子育て広場（離乳食教室） 村民交通安全の日

【村民会館】10:00～

てんぷら油収集日

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

17 18 19 20 21 22 23

芸西村環境の日 ヘルシー食堂・歯っぴい健口教室 県民交通安全の日 歯っぴい健口教室 ほっとママクラブ
 　　　父の日 【福祉館】10：00～13：00 【あったかふれあい】13：30～ 【保育所】10:00～11:30

24節季　夏至

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

村議選立候補予定者 1歳6カ月・3歳児健診 心配ごと相談所【村民会館】 浜ヨガ
　説明会　10：00～ 【保健センター】

10：00～12：00/13：00～15：00 【野外劇場】 7月2日(月)　

コスモクリーン・キャンペーン
受付12:45～13:00 バランス栄養教室 村県民税　

【琴ヶ浜】 【瓜生谷コミセン】9：00～ 前納・第１期　

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

高齢者給食
サービス

津田クリニック
３4-1195

安芸市・芸西村
夏季体育大会(中学校）

高齢者給食
サービスは
６月～９月は
お休みです

つつい脳神経外科
34－0221

高齢者給食
サービス

深谷内科
３３－2401

尾木医院 34-3155

芸西オルソクリニック
33-3503

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
高知市休日夜間急患センター ０８８－８７５－５７１９

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日

【村民会館２階】

10:00～12:00/13:00～15:00

納期限

森澤病院
３４－１１５５

地域交流会
あじさいツアー
9：30～

（雨天14日に順延）
【幼稚園】

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

安芸地区夏季体育大会(中学生)１日～２日

安芸市・芸西村
夏季体育大会(中学校)

体育会長杯ビーチボールバレー大会 14日～15日

納期限

修学旅行 小学6年生
23日～25日

宿泊学習 小学5年生 21日～22日

ヘルシー食堂・

ロコトレ説明会
【福祉館】

10：00～13：00

体力測定・歯っぴい健口教室・

バランス栄養教室について
【お問合せ先】
地域包括支援センター
☎３３－２２４５

お子さんの心配事は



　告示日 平成３０年７月３１日（火）

　投票日 平成３０年８月５日（日）

   日 程 場 所 時　　間 　日時 平成３０年６月２４日（日）午前10時～

琴ケ浜ふれあいセンター駐車場   9：30～10：00

旧土佐あき農協長谷寄出張所 10：15～10：45

西分郷西集会所前 11：00～11：30

馬ノ上ふれあいセンター前 13：15～13：45

役場北側駐車場 14：00～15：00

料 金

新規登録 ６，１００円　　登録と注射

登録済の犬 ３，１００円　　注射のみ　

平成30年9月1日（土）午後2時開始

ホテルタマイ（安芸市）※芸西村の方の会場

相談担当者

平成３０年６月１８日（月）※必着

西分浜西1

芸西村西分乙847番地11（86.11㎡・５Ｋ）

月額20,000円（光熱水費は別途利用者負担）

芸西村外に住所を有し、本村に移住する意思のある方

入居者及び同居者に税等の滞納のない方

入居者及び同居者が暴力団員でない方

平成30年5月1日（火）～平成30年5月15日（火）

空き家入居者選考委員会

その他

物件の詳細は下記にお問い合わせください。
ホームページでも公開しています。
物件の状態、芸西村移住促進等空き家再生住宅の管
理運営に関する条例及び施行規則をご理解ご了承の
上お申し込みください。

選考方法

申し込み
お問合せ先

芸西村役場　産業振興課　☎３３－２１１３

利用期間
平成30年6月下旬(予定)～1年間
（利用期間の合計3年までは再契約可能）

利用者資格

利用申込期間　

必要書類
書類は芸西村産業振興課にあります。
ホームページからもダウンロードできます。

移住者支援住宅の入居者募集

住宅の名称

場所(居住面積）

利用料

弁護士・司法書士資格を有する人権擁護委員

相談内容
差別待遇、暴行・虐待、いじめ、DV等、家庭及び近隣関
係等における法律・人権問題に関するあらゆる相談

その他
相談は無料、予約制です。
相談内容の秘密は厳守します。

申込締切

「くらしの悩みごと相談所」を開催します。
参加資格

昭和４3年1月1日から同年12月31日までに
婚姻届出をしている高知県在住のご夫婦
（それ以前の届出でも初めて申し込む方は可）６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。

人権擁護委員は、現在、高知県内に約１８０名が配置されてお
り、地域住民の皆さんが、人権について関心を持ってもらえる
ような啓発活動を行ったり、法務局や市役所などの公共施設、
デパート等において、家庭や職場内における問題、セクハラ、
ＤＶ、いじめ等の人権問題に関するあらゆる相談をお受けしま
す。相談は、無料であり、秘密厳守となっていますので、一人
で悩まずお気軽に法務局又は人権擁護委員にご相談ください。

申込締切方法 申込用紙※　または便箋に

①氏名<ふりがな記入>、②生年月日、③年齢、

④職業、⑤郵便番号、⑥住所、⑦電話番号、

⑧結婚記念日、⑨氏名等の新聞掲載可否

を漏れなく記入

　上記を　　〒780-8666　高知市本町3-2-15

　（株）高知新聞企業　事業企画部「金婚式」係

　あてに郵送またはご持参ください。

◇代理で申し込む際は、必ず参加ご夫婦の同意を得た

うえで申込みを。その際、記入者の氏名、ご夫婦との

関係、電話番号（携帯電話含む）をご記入ください。

※「申込用紙」は高知新聞企業ホームページ

http://www.kochi-sk.co.jp/event/kinkon.html

からもダウンロードできます。

日時
平成３０年６月１日（金）
午前１０時～午後０時
午後１時～午後４時（相談受付は午後３時３０分まで）

会場
高知よさこい咲都合同庁舎７階
（高知市栄田町２-２-１０）

◆犬はきちんとつないで飼いましょう

　犬の放し飼いは「動物の愛護及び管理に関する条例」に
よって禁止されています。

◆犬のふんは必ず飼い主が始末しましょう

式典日時

会場

芸西村議会議員選挙のお知らせ

・選挙日程

・立候補者に対する説明会（立候補届け出書類配布）

5月24日(木)

平成３０年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
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◆空き家再生等推進事業のご案内◆

村に貸せる

「空き家」はありませんか？
村内に空き家を所有されている方は、お気軽にご相談ください。

また、ご近所に活用できそうな空き家がありましたら、情報をお寄

せください。

◇事業の概要

①個人所有の空き家を村が１０年間借上げます。

②借上げ期間中に村の負担で空き家をリフォームし、村が管理

します。

③リフォーム後は移住者向けの賃貸住宅として活用します。

④１０年間の借上げが終了したあとは、所有者にお返しします。

申込期間：平成３０年５月７日（月）～平成３０年５月２５日（金）まで

❑お問合せ先／芸西村役場 産業振興課 ☎３３－２１１３

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ
犬は、生涯一度の登録と、毎年１回の狂犬病予防注射が義務付け

られています。都合のよい集合注射場所へ是非お出かけください。

なお、犬の健康状態が心配な方や、現在治療中の方は、掛かりつけ

の獣医師で接種してください。

❑お問合せ先／芸西村役場 土木環境課 ☎３３－２１５５
第61回金婚夫婦祝福式典

❑お問合せ先／ ㈱高知新聞企業「金婚式」係 ☎０８８－８２５－４３２８

『日赤募金』に温かいご支援とご協力を

よろしくお願いします。

今年も５月から日本赤十字社の活動を支える募金が始まります。

皆様から寄せられた寄附金は、日本赤十字社を通して災害救護、

青少年赤十字の育成、赤十字奉仕団の活動等に役立てられていま

す。日赤募金の受付は、役場健康福祉課で受け付けていますので

ご協力をお願いします。

❏お問合せ先／芸西村社会福祉協議会 ☎３２－２２１１

❑お問合せ先／高知地方法務局人権擁護課 ☎０８８－８２２－３５０３
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