
金 土

1 2
ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

参観日【中学校】

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
バザー・お楽しみ会 第15回吹奏楽部定期演奏会 緊急地震速報訓練 高知県知事選挙告示日 24節季 立冬

【幼稚園】10：00～13：00 【中学校】14：00～ 10：00～ 高知県知事選挙期日前投票

芸能発表会 【村民会館】11/8～11/23

【村民会館】14：00～ 知っとく講座

【ほっとハウス】10：30～11：00

特別収集日 【和食ふれあい】13：00～13：30

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

10 11 12 13 14 15 16
知っとく講座 知っとく講座 健診結果説明会【村民会館】 人権・行政相談 村民交通安全の日

【馬ノ上ふれあい】10：30～11：00 【長谷寄ふれあい】10：00～10：30 9：00～11：30/13：00～15：00 【村民会館】10：00～15：00

秋の体力測定 楽々介護教室

【ほっとハウス】10：30 【村民会館】13：00

【和食ふれあい】13：30 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

みのりの王国 ほっとママクラブ 県民交通安全の日 知っとく講座 24節季 小雪 勤労感謝の日

芸西フェスタ2019 【保育所】10：00～11：30 秋の体力測定 【琴ヶ浜ふれあい】10：30～11：00

【憩ヶ丘運動公園】10：00～15：00 知っとく講座 【馬ノ上ふれあい】10：30 【あったかふれあい】13：30～14：00

【福祉館】11：00～11：30 【長谷寄ふれあい】13：30

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

24 25 26 27 28 29 30
高知県知事選挙投票日 乳児健診【村民会館】 心配ごと相談所【村民会館】

投票時間 7:00～18:00 受付12：45～13：00 10：00～12：00/13：00～15：00

秋の体力測定

【琴ヶ浜ふれあい】10：30

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

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
秋の体力測定 レクリエーション大会 イキイキ会憩いの夕べ 24節季 大雪

【福祉館】13：00 【瓜生谷コミセン】10：00 【村民会館】18：00～ ちいさなおはなし会

校内マラソン大会 【図書館】10：00～

【中学校】憩ヶ丘周辺

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

8 9 10 11 12 13 14
乳がん・子宮頸がん検診 校内持久走大会 ポリフィルム回収 低塩料理教室 レクリエーション大会

【村民会館】13：30～ 【小学校】運動場～和食川堤 【集出荷場】8：00～10：00 【村民会館】10：00～ ヘルシー食堂

9：30～11：30 ほっとママクラブ レクリエーション大会 【福祉館】10：00

秋の体力測定 【保育所】10：00～11：30 【琴ヶ浜ふれあい】10：30

【瓜生谷コミセン】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

15 16 17 18 19 20 21
村民交通安全の日 レクリエーション大会 レクリエーション大会 塩化ビニール回収 県民交通安全の日 芸西村吹奏楽団

【長谷寄ふれあい】10：00 【ほっとハウス】10：30 【集出荷場】8：00～10：00 クリスマスコンサート

認知症講演会 【村民会館】18：00～

【村民会館】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

22 23 24 25 26 27 28
24節季 冬至 終業式 官公庁仕事納め

【幼・小・中】 （仕事始めは1/6）

心配ごと相談所【村民会館】

10：00～12：00/13：00～15：00

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

29 30 31

本年最終収集日

可燃ごみ・生ごみ

レクリエーション大会
【和食ふれあい】10：30

【あったかふれあい】13：30

参観授業 午前

文化発表会 13：00～

（合唱コンクール）【体育館】

文化の日

カシオワールドオープン【Kochi黒潮カントリークラブ】11/28～12/1

レクリエーション大会
【馬ノ上ふれあい】10：30

プレミアム付商品券 購入期限:令和2年2月28日 使用期限:令和2年3月31日

12/28～1/4 図書館・文化資料館・筒井美術館

12/28～1/5 あったかふれあいセンター

12/29～1/3 各ふれあいセンター・ほっとハウス・おでかけバス

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

高齢者給食サービス

EASTマリンクリニック

34-0003

安芸クリニック
35-3575

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

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

納期限
12/2

介護保険料 5期・国民健康保険税 5期
後期高齢者医療保険料 5期

納期限
12/25 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

高齢者給食
サービス

津田クリニック
34-1195

芸西病院
33-3833

森澤病院
34-1155

尾木医院
34-3155

芸西オルソクリニック

33-3503

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155 令和2年のゴミ収集 1月5日（日）粗大ごみ持込・ 6日（月）可燃ごみ・生ごみ

作品展覧会 11/29～12/1

【村民会館】9：00～16：30

作品展覧会 【村民会館】

9：00～16：30

高齢者給食
サービス

高齢者給食
サービス

年末年始お休み情報 ※下記の期間はお休みします

お子さんの心配事はありませんか？

カシオワールドオープン
【Kochi黒潮カントリークラブ】

投票時間 8:30～20:00

スタート時間

女子 11:15～

男子 11:40～

全国瞬時警報システム 11：00～

全国一斉情報伝達試験（第3回）



　

1:開催日時等

２:参加料�無料

説明会の開催日程

大学等（県内）

大学等（県外）

月額　30,000円以内

月額　40,000円以内

高等学校等 月額　20,000円以内

11

・
12

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和元年

ほっとハウス（☎33-2615）11月  8日（金）10:30～11:00

会場

                      13:00～13:30 和食ふれあいセンター（☎33-2980）

日時

11月21日（木）10:30～11:00 琴ヶ浜ふれあいセンター（☎33-2750）

                      13:30～14:00 あったかふれあいセンター（☎33-2587）

11月11日（月）10:30～11:00 馬ノ上ふれあいセンター（☎33-2915）

11月12日（火）10:00～10:30 ⾧谷寄ふれあいセンター（☎33-2979）

11月19日（火）11:00～11:30 福祉館（☎33-2932）

開催日時 開催場所

安芸税務署　別館会議室

(安芸市矢ノ丸4-5-7）
※出張説明会を承ります！
事業組合さまなど、10名以上の事業者の方を対象に
出張説明会も承ります。日程等のご相談に応じます。
まずはお電話ください。

11月7日（木）13：30～14：30（60分）

11月19日（火）10：00～11：00（60分）

12月2日（月）13：30～14：30（60分）

12月17日（火）10：00～11：00（60分）

※事前の申し込み

は不要です。

当日各会場まで、

お越しください。

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課
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観戦招待券（1枚）を

抽選で50名の方に贈呈します！

11月28日（木）～12月1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50名様に贈呈します。
ご希望の方は次の要領でお申込みください。

○申込対象者

芸西村に住所を有する方で中学生以上の年齢の方

○申込方法

申込用紙に次の事項をご記入のうえ、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。官製ハガキに必要事項を記入して郵送によ

る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）

○申込枚数

お一人様1枚

○申込先

〒781-5792 芸西村和食甲1262番地 芸西村役場 企画振興課

○受付期間

11月1日（金）～11月15日（金）平日のみ

※申し込みが50人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頂きます。

■お問合せ 企画振興課 井上友美 ☎33-2114

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をしてください。

●目的

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。

●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

※令和元年度（平成30年中）の世帯の所得で判定

●奨学資金貸与額

●提出書類

提出書類は下記のとおりです。（教育委員会にあります）

① 芸西村奨学資金貸与仮申込書

② 世帯の収入所得証明書

③ 税等の完納証明書

提出期限：令和元年12月20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：教育委員会 奨学資金担当 原雅子 ☎33-2400

悪質商法や詐欺の手口は近年、多様化・巧妙化し続け、ハガキに

よる架空請求、電力会社を装った不審な電話なども発生しておりま

す。

これらの悪質商法から被害を未然に防止するために、下記の日程

で「知っとく講座～悪質商法撃退編part11～」を開催します。

みなさん是非ご参加ください。

■お問合せ

産業振興課 松本梓

☎33-2113

高知県立

消費生活センター

「くまったちゃん」

令和2年度 県立林業大学校

研修生募集（一般前期）

出願期間

10月21日（月）～11月18日（月）

場所 県立林業大学校

募集案内配布場所

林業大学校ホームページ、

県庁1階募集要項コーナーなど

※詳細は募集案内をご覧ください。

出願方法

持参、郵送（消印有効）

■申込先・お問合せ

〒782-0078 香美市土佐山田町大平80

県立林業大学校 ☎0887-52-0784

https://kochi-forestry.ac.jp

最近、飼い犬の無駄吠えや逸走など、飼い主の飼養管理技術不足が

原因と思われる問題事例が多くみられます。

今回、安芸福祉保健所では、災害時の同行避難や日頃からの飼養

管理を学ぶために、犬のしつけ方教室を開催します。

◇日時

11月24日（日）13：30～15：30

◇場所

安芸総合庁舎（安芸市矢ノ丸1-4-36）

◇対象人数等

飼い主さん、飼う予定の方：20名

飼い主さんと飼い犬：5組（先着順）

※狂犬病予防注射、ワクチン接種済及び最

低限社会化された犬に限る

◇申込み・締め切り

申込方法 電話

締め切り 11月21日（木）

■お問合せ

安芸福祉保健所 衛生環境課

食品保健担当 大西、西田

☎0887-34-3173

秋季全国火災予防運動が11月9日から15日まで行われます。
11月に入り空気が乾燥し火災が発生しやすい季節を迎えます。火災予防に対

する意識を持ち火の元の取り扱いには一人ひとりが注意し、火災による被害を

無くすようにしましょう。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層

の普及を図り、火災の発生を防止し、火災による死者の発生を減少させ、財産の

損失を防ぐことを目的とするものです。

出火原因としてたばこ、放火、コンロ、などが多くなってます。寝タバコや家の周

りに燃やされるようなものを置かない。コンロで調理中はコンロから離れないなど

火災が発生しないよう注意しましょう。 安芸市消防本部 ☎0887-34-1244

最近、ペットボトルについて、出し方を守っていない例が見受けられます。

特にキャップを外していないペットボトルが多く、リサイクルの作業を行う

際に困っています。正しい方法を守って出してください。

①リサイクルマークの付いたもの

②必ずキャップは外してください

(ラベル、キャップリングは外さなくてもかまいません)

③中は軽く水洗いしてください

④ペットボトルは潰さずに、中の見える袋 (透明、半透明の袋等)で

出すか、 ステーションのペットボトル収集袋に入れてください。

⑤異物の入ったもの、汚れているものは可燃ごみで出してください

※農薬の容器をペットボトルの回収時に出していることがあります。

回収はしていませんので、専門の処理業者に相談するか、

ＪＡが年に１回（１１月ごろ）有料で回収を行っています。

■お問合せ 土木環境課 ☎33-2155

本年１０月に消費税軽減税率制度が導入されました。同制度では、軽減税率対象品目の売上

がなくても会議費や交際費等として飲食料品を購入する場合には、区分経理（記帳）を行い、

これに基づき、消費税申告書を作成することが必要となります。説明会では、日々の記帳から、

決算処理、申告書作成まで一連の流れを、具体的に、分かり易く解説いたします。全ての事業

者の皆様の参加をお待ちしています。

主催：安芸税務署

共催：安芸法人会・安芸税務署管内青色申告会連合会・安芸税務署管内商工会議所及び商工会

※説明会に関する最新の情報は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の軽減税率制度に関する特設サイト「消費税の

軽減税率制度について」をご覧ください。

消費税軽減税率制度説明会について

■お問合せ 安芸税務署 調査部門 〒784-0001 安芸市矢ノ丸4-5-7

☎0887-35-3115（音声ガイダンスが流れますので「2」を押してください。）

令和元年度防火標語

ひとつずつ いいね！で確認 火の用心


