
木 金 土

1 2 3
緊急地震速報訓練 文化の日

10：00～ ミニおはなし会

小学6年生体験入学 【図書館】10:00～

【中学校】 芸能発表会
【村民会館】18：00～

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10

歯っぴい健口教室 24節季　立冬 歯っぴい健口教室 歯っぴい健口教室 中学校参観日
【長谷寄ふれあい】10：00～ 地域交流会（秋探し） 【馬ノ上ふれあい】10：30～ 【琴ヶ浜ふれあい】10：30～

【ほっとハウス】13：30～ 【幼稚園】9：30～11：30 人権・行政相談 【和食ふれあい】13：30～

（雨天の場合は8日に順延） 【村民会館】10：00～15：00

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

11 12 13 14 15 16 17
振休（文化発表会） 芸西村交通安全の日

【中学校】 歯っぴい健口教室
【あったかふれあい】13：30～

認知症講演会
【村民会館】14：30～16：00

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

高知県民交通安全の日 ほっとママクラブ 24節季　小雪 勤労感謝の日 婚活出張登録会
【保育所】10：00～11：30

歯っぴい健口教室
【村民会館】10：00～16：00

ヘルシー食堂
【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 ビン類

25 26 27 28 29 30

乳児健診【村民会館】 心配ごと相談所【村民会館】
受付12:45～13:00 10：00～12：00/13：00～15：00

ふくし懇談会 介護保険料　5期

【長谷寄ふれあい】10：00～11：00 国民健康保険税　5期

【ほっとハウス】13：30～14：30 後期高齢者医療保険料　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 可燃ごみ・生ごみ

土

1

ちいさなおはなし会

日 月 火 水 木 金 【図書館】10:00～

2 3 4 5 6 7 8
地震避難訓練 レクリエーション大会 校内マラソン大会 イキイキ会憩いの夕べ 24節季　大雪

【中学校】 【瓜生谷コミセン】10：00～11：00 【中学校】11：00～12：30 【村民会館】18：00～

【ほっとハウス】13：30～14：30

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

9 10 11 12 13 14 15
乳がん・子宮がん検診 校内持久走大会 ポリフィルム回収（全域） レクリエーション大会 塩化ビニール回収（全域）

【村民会館】要予約 【小学校運動場（スタート・ゴール）】 バランス栄養教室 【馬ノ上ふれあい】10：30～11：30 レクリエーション大会
9：30～ 【瓜生谷コミセン】9：30～13：00

【和食ふれあい】13：30～14：30 ヘルシー食堂

ほっとママクラブ ３年生実力テスト
【福祉館】10：00～13：00

芸西村吹奏楽団
【保育所】10:00～11:30 【中学校】 てんぷら油収集日 クリスマスコンサート

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 【村民会館】18：00～

16 17 18 19 20 21 22

芸西村民交通安全の日 レクリエーション大会 バランス栄養教室 高知県民交通安全の日 24節季　冬至
【長谷寄ふれあい】10：00～11：00 【あったかふれあい】10：00～13：00

レクリエーション大会
【琴ヶ浜ふれあい】10：30～11：30

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

23 24 25 26 27 28 29
天皇誕生日 振替休日 終業式 バランス栄養教室 レクリエーション大会 官公庁仕事納め ミニ門松づくり

【幼稚園・小学校・中学校】 【琴ヶ浜ふれあい】10：00～13：00 【あったかふれあい】13：30～14：30

図書館年末年始休館 【生涯学習館前】9：00～

心配ごと相談所【村民会館】 文化資料館・筒井美術館
10：00～12：00/13：00～15：00

本年最終収集日

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

30 31

固定資産税　3期

介護保険料　6期

国民健康保険税　6期

後期高齢者医療保険料　6期

ほっとママクラブ
大正琴コンサート
【保育所】10:00～11:15

ふくし懇談会
【馬ノ上ふれあい】10：30～11：30
【和食ふれあい】13：30～14：30

津田クリニック
34－1195

つつい脳神経外科
34－0221

高齢者給食サービス

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

【村⺠会館２階】

10:00〜12:00

13:00〜15:00

森澤病院 34－1155

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

来年のゴミ収集

1月4日（金）可燃ごみ・生ごみ

高齢者給食サービス

生涯学習振興大会
「日恋ニコgeiseiカレッジ」

【村民会館】9：30～

納期限 11/30

お子さんについて
心配事はありませんか？

参観授業 午前

文化発表会

（合唱コンクール）
【体育館】13：00～

高新中学校駅伝競走大会
【春野運動競技場】

期末テスト【中学校】11/28～30

安芸地区中学校
新人球技大会（野球）

【安芸市営球場】

12/8.・12/15

安芸地区中学校
新人球技大会（野球）

【安芸市営球場】

12/8.・12/15

バザー・お楽しみ会
【幼稚園】10：00～13：00

第47回

鏡川ふるさとまつり
【鏡川みどりの広場】

11/2～11/4

特定健診結果説明会
【村民会館】受付時間9：00～11：30 / 13：00～15：30

12/4・12/5 ※対象の方へは個別にご案内

みのりの王国
芸西フェスタ2018
【憩ヶ丘運動公園】

10：00～15：00

カシオワールドオープン【Kochi黒潮カントリークラブ】11/22～11/25
ふくし懇談会

【琴ヶ浜ふれあい】13：30～14：30

介護教室
【村民会館】14：00～15：30

歯っぴい健口教室
【瓜生谷コミセン】10：00～

高齢者給食サービス

高齢者給食サービス

森澤病院 34－1155
森澤病院
34－1155

森澤病院
34－1155

森澤病院
34－1155

12/28～1/4

まで

納期限 12/25

◆休館日◆12/29～1/3まで

ふれあいセンター・ほっとハウス

あったかふれあいセンター

芸西村芸術祭

作品展覧会【村民会館】
11/30～12/2

9：00～16：30

芸西村芸術祭

作品展覧会【村民会館】
11/30～12/2

9：00～16：30

芸西村芸術祭

作品展覧会【村民会館】
11/30～12/2

9：00～16：30

第14回吹奏楽部定期演奏会
【中学校】14：00～

カシオワールドオープン
【Kochi黒潮カントリークラブ】

11/22～11/25

安芸市美術展覧会
【安芸市体育館】

11/17～11/25

三者面談【中学校】12/20・12/21

アンサンブルコンテスト

東部地区大会
【中学校】会場:マリンホール

森澤病院
34－1155

年末年始の
全国交通安全運動
12/6（木）～12/15（土）
1/9（水）～1/18（金）

第3回全国瞬時警報システム

全国一斉情報伝達試験

11：00～

※変更になりました
森澤病院
34-1155



◆申込方法

◆申込先

❏貸付条件

❏ 奨学資金貸与額

❏提出書類

 提出期限：平成30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

❏提出場所／お問合せ先

　芸西村教育委員会　奨学資金担当：原　☎３３－２４００

　高知県では、出会いや結婚への支援を希望する独身者をそれぞれの地域でボラン
ティアでサポートしていただく「婚活サポーター」を募集しています。
　今回からは、独身者のお引き合わせは行わず、婚活サポーターと独身者をつないでい
ただく「婚活サブサポーター」も募集いたしますので、結婚への支援を希望する独身者
を、県と一緒に応援していただける方々の参加を心よりお待ちしております。

　　【日　　 　時】　平成30年11月11日（日）　13時30分～16時
　　【会　　　 場】　高知会館　３階「平安」（高知市本町）
　　【参　加　費】　無料
　　【申込締切】　 平成30年11月９日（金）
　　【お問い合わせ・お申し込み】
     　　　　　　  高知県少子対策課
　　　      　　　　　出会い・結婚支援担当　　☎088-823-9717

　　◆会員制のお引合わせシステムについて

　県では、会員制のお引合せシステム「高知で恋しよ!!マッチング」による、
出会いへの支援を希望する独身者の1対1の出会いのサポートを行ってい
ます。会員数は、1,100人、お引合せ数は843組（平成30年３月末時点）
で、これまでに20組以上のカップルがご成婚されております。
　普段は県内３か所に設けられた「こうち出会いサポートセンター」におい
て、お相手のプロフィール閲覧、お引合せの申し込みを受付しております
が、今回は芸西村で出張登録閲覧会を下記の日程で開催します。

【新規会員の登録及び閲覧会】

       日時　11月24日(土)10時～16時
         場所　村民会館ホール
　是非、この機会に「高知で恋しよ!!マッチング」をご利用ください。

      ※芸西村では、入会登録をされた方で、芸西村の住民基本台帳に登録を
       されており、村内に住所を有する方に入会登録料と同額を補助いたします。

　　◆お問い合わせ先

　ご利用には、事前予約が必要となりますので、下記お問い合わせ
先までご連絡ください。

　　◆出張登録閲覧会のお申し込みについて

こうち出会いサポートセンター　☎０８８－８２１－８０８１

芸西村役場　企画振興課　担当：藤川　☎３３－２１１４

　　 ○補助金申請についてはこちら

　①　芸西村奨学資金貸与仮申請書
　②　世帯の収入所得証明書
　③　税等の完納証明書
　※提出書類は教育委員会にあります。

　経済的理由により就学が困難と認められる方に対し、学資を貸与
して就学を援助し、有為な人材を育成する。

　① 引き続き１年以上芸西村にお住まいの方のお子様
　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 世帯の所得が基準以下であること
　　※平成30年度（平成29年中）の世帯の所得で判定

奨学資金貸付を下記の通り受付します。
ご希望があれば手続きしてください。

❏目的

大学等（県外） 月額　４０，０００円以内

　申し込み枚数はお一人様１枚とさせていただきます。

高等学校等

大学等（県内）

月額　２０，０００円以内

月額　３０，０００円以内

11

・

◆申込対象者

　申込用紙に次の事項を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応募でも良いので、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。）

　11月22日（木）から11月25日（日）にかけてKochi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の観
戦招待券（１枚）を抽選で50名の方に贈呈します。
  ご希望の方は次の要領でお申込みください。

12

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
平成30年

　芸西村に住所を有する中学生以上の年齢の方

◆申込枚数

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

◆受付期間

芸西村役場　企画振興課　担当 ：井上 ☎３３－２１１４　　

　平成30年10月29(月)～平成30年11月12日(月)平日のみ
　※申し込みが50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

編

集
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行
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芸西村役場 健康福祉課

担当：近藤 ☎３３－２１１２

芸能発表会
平成30年11月3日（土）

午後6時～ 村民会館ホール

作品展覧会午前9時 ～ 午後4時30分 村民会館
平成30年11月30日（金）～12月2日（日）

カシオワールドオープン

観戦招待券（1枚）を
抽選で50名の方に贈呈します！

平成31年度 奨学生募集のお知らせ

芸西村奨学資金貸与制

国保・後期高齢者医療の被保険者の皆様へ

「お薬情報のお知らせ」をお届けします

２つ以上の病院などの医療機関からお薬が出ていると、同じ効果の

お薬があったり、飲み合わせが悪いなどの問題が起こることがありま

す。

そこで、同じ時期に２つ以上の医療機関にかかっていて、多くの種

類のお薬が出ている方には、「お薬情報のお知らせ」をお届けします。

「お知らせ」が届いた方は、いつも行っている薬局や医療機関に「お

知らせ」を持って行ってご相談ください。

また、日頃から「お薬手帳」や「かかりつけ連携手帳」を利用して、

適正な服薬を心がけましょう。

なお、後期高齢者医療の被保険者で対象となる方には、8月から順

次、発送しています。国保の被保険者で対象となる方には、10月か

ら送付を開始しています。

「高知で恋しよ!!マッチング」in芸西村

出張登録閲覧会を開催します！！

「婚活サポーター養成講座」参加者募集について


