
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

文化の日 高齢者給食サービス 文化発表会【中学校体育館】

ほっとママ ※参観保護者のみ
10：00～11：00【保育所ホール】

6年生体験入学【中学校】

日 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

7 8 9 10 11 12 13
二十四節気 バランス栄養教室 バランス栄養教室 認知症講演会【村民会館】 人権・行政相談

立冬(りっとう) 9：30【ほっとハウス】 14：00【あったかふれあいセンター】 13：30受付　14：00～15：00 10：00～15：00【村民会館】

バランス栄養教室
9：30【長谷寄ふれあいセンター】 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
14 15 16 17 18 19 20

村民交通安全の日 バランス栄養教室 バランス栄養教室 バランス栄養教室
10：20【あったかふれあいセンター】 10：20【和食ふれあいセンター】 10：00【馬ノ上ふれあいセンター】

ほっとママ 高齢者給食サービス
10：00～11：00【保育所ホール】

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

二十四節気 勤労感謝の日 心配ごと相談【村民会館】

小雪(しょうせつ) 10：00～12：00・13：00～15：00

県民交通安全の日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

28 29 30

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル

水 木 金 土

1 2 3 4

マラソン大会【中学校】 健診結果説明会【村民会館】 高齢者給食サービス

憩ヶ丘運動公園 ロコモ予防教室【村民会館】

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

5 6 7 8 9 10 11

乳がん・子宮頸がん検診 二十四節気 お口の教室 お口の教室 弁当の日
事前申込制【村民会館】 大雪(たいせつ) 10：20【和食ふれあいセンター】 11：00【琴ヶ浜ふれあいセンター】 【幼・小・中】

塩化ビニール回収
8：00～10：00【集出荷場】 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

12 13 14 15 16 17 18

ポリフィルム回収 村民交通安全の日 お口の教室
8：00～10：00【集出荷場】 お口の教室 10：00【馬ノ上ふれあいセンター】

お口の教室 お口の教室 9：30【長谷寄ふれあいセンター】 高齢者給食サービス

9：30【ほっとハウス】 10：30【福祉館】

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 23 24 25
県民交通安全の日 お口の教室 二十四節気 終業式

10：20【あったかふれあいセンター】 冬至(とうじ) 【保・幼・小・中】

14：00【あったかふれあいセンター】 心配ごと相談【村民会館】

10：00～12：00・13：00～15：00

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 可燃ごみ・生ごみ

26 27 28 29 30 31

官公庁仕事納め

(仕事始めは1/4)

年末特別収集 年末特別収集

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

バランス栄養教室
10：30【福祉館】

生涯学習振興週間

10月30日～11月6日まで
場所：生涯学習館

12/28～1/4
図書館・文化資料館・筒井美術館
12/29～1/3
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

安芸クリニック
35-3575

EASTマリンクリニック
34-0003

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

つつい脳神経外科
34-0221

まつうら内科消火器科
35-8127

森澤病院
34-1155

納期限
11/30

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
12/27

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

竹灯りの宵期間開催
12月1日～1月10日

【ロイヤルホテル土佐】
17：00～22：00入場無料

年末年始の交通安全運動
12/7（火）～12/16（木）
1/7（金）～1/16（日）

芸西病院
33-3833

森澤病院
34-1155

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4年のゴミ収集 1月4日（火）紙/布・ペットボトル・1月9日（日）粗大ごみ持込

作品展覧会 12/11～12/13
【村民会館】9：00～16：30

年末年始お休み情報
※右記の期間はお休みします

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

作品展覧会
12/11～12/13
【村民会館】
9：00～16：30

森澤病院
34-1155

乳児健診
対象児に個別にお知らせ【村民会館】

弁当の日
【幼・小・中】

バランス栄養教室
11：00【琴ヶ浜ふれあいセンター】

芸西村
で外食ぜよ!

先着10万人限定 300円割引!!

2021年10月1日～2022年2月28日



　

検診内容 対象者 費用 集合時間

乳がん検診
４０歳以上の女性
(２年に１回)

５００円
※子宮頸がん検診は④15：

00の受付が最終です。

①13：30　　④15：00

②14：00　　⑤15：30

③14：30

子宮頸がん検診
２０歳以上の女性
(２年に１回)

５００円

内　容 健　康　機　器 開　催　時　間

健康相談
健康機器体験

・食育SAT
・血液サラサラ
チェック
・骨密度測定
・血圧測定

9：00～11：30
13：00～15：00
上記時間内に行っておりますの
で、ご都合の良い時間にお越し
ください。予約は不要です。

１戸当りの
居住面積

家　賃

申込資格

７９．５㎡（４DK）

所得によって決定となります。 

①世帯の所得が基準以下である方
　　（所得の計算方法はホームページに掲載しています）
②自ら居住するために住宅を必要とする方
③入居者及び同居者、連帯保証人に税の滞納がない方
④入居者及び同居者が暴力団員でない方

場　所

団地名

募集戸数

芸西村和食甲２１０番地１

村松団地(6号)（※戸建て住宅タイプ）

１戸

11

・
12

お
知
ら
せ
こ
う
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う

月
令和3年

大学等（県外） 月額　40,000円以内

芸西保育所 対象児：平成28年4月2日～令和4年4月1日出産予定

芸西幼稚園 対象児：平成28年4月2日～平成30年4月1日生まれ

  高等学校等 月額　20,000円以内

大学等（県内） 月額　30,000円以内

編
集
・
発
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村
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課
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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3年度（令和2年中）の世帯の所得で判定

●奨学資金貸与額

●提出書類

提出書類は教育委員会にあります。

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

提出期限：令和3年12月17日（金）
※期限を過ぎますと4月からの貸与できませんのでご注意ください。

年度途中の申請も可能ですので、手続等についてはお問い合せください。

提出場所：教育委員会 奨学資金担当 近藤 ☎33-2400

令和4年度奨学生募集のお知らせ
芸西村奨学資金貸与制度

募集要項及び提出書類様式は、芸西村教育委員会でお渡しします。また、

芸西村HPに募集案内等の提出書類様式を掲載していますので、ご活用

ください。在所・在園児については保育所・幼稚園を通じて配布します。

令和4年度 ～保育所入所・幼稚園入園～

園児募集のお知らせ

【受付期間】令和3年11月15日（月）から12月10日（金）まで

【問合せ先】芸西村教育委員会 担当：近藤 ☎33‐2400

※保育所

受付後、入所基準により審査し、基準に該当しない場合や定員超過の場合

は入所できないことがあります。また、年度途中の入所で、保育士の確保等

ができない場合も入所できない場合があります。

年度途中で入所される場合も、保育士確保等の受け入れ準備が必要です

ので期限までにご連絡ください。詳細は、配布する書類をご確認ください。

村営住宅入居者募集のお知らせ
・村営住宅入居者について下記のとおり募集します。

募集受付期間

令和３年１１月 １日（月） ８時３０分から

令和３年１１月１２日（金） １７時００分まで
※申込書類一式は産業振興課に準備しています。

また、芸西村のホームページにも申請書類・各部屋の写真を

掲載しています。

【問い合わせ・申し込み先】

芸西村役場 産業振興課 住宅係：足達 ３３－２１１３

健診結果説明会のお知らせ
開催日程：令和３年１２月２日(木)

場所：芸西村村民会館

がん検診のお知らせ
開催日程：令和３年１２月６日(月)

場所：芸西村村民会館

電話または役場１階窓口(健康福祉課・保健センター)にて、希望する検診

内容および希望時間を選んで予約してください。

生活保護受給者は無料です。

【問い合わせ・申し込み先】

芸西村役場 保健センター 電話：３３－４１５６ ☆病児・病後児保育 Baby kids☆
お子さんが病気になった時のサポートをします!
芸西村では、病気(重症は除く)や病気の回復期のお子さんを預かりする「病児・病後

児保育事業」を行っています。お子さんが安心して療養できるように、専任の保育士・

看護師が保育・看護を行いますのでぜひご利用ください。

場所：安芸市本町３丁目１０－３０ ２階

尾木医院 病児・病後児保育所「ベイビーキッズ」

時間：午前８時３０分～午後５時３０分まで(日・祝は休み)

利用料金：住民税課税世帯：１日 １，０００円

住民税非課税世帯：１日 ５００円

※４月～８月の利用は前々年分の住民税、９月～３月の利用は前年分の住民税で

判定します。

※利用料は、１ヶ月分をまとめて翌月に芸西村教育委員会から納付書をお送りしま

すのでお支払いください。

定員：３名

対象者：芸西村の住民基本台帳に登録されているかつ保育所、幼稚園、小学校

(概ね３年生まで)に通われている児童

食事：昼食、おやつをご持参ださい。(給食非対応)

利用の仕方：①病児・病後児保育に空き状況を確認のうえ、予約します。

※原則前日予約ですが、場合によっては当日のお申込みも可能です。

基本的には診察後の判断になり、尾木医院以外の病院にかかっている場合も利用で

きます。

②病児病後児保育の申込書(申請書)をご記入いただき、裏面の証明を医師が記入し

て予約完了です。

※申込書は、尾木医院のほか、芸西村教育委員会、芸西保育所、芸西幼稚園にも置

いています。

【お問い合わせ】：尾木医院 病児・病後児保育所「ベイビーキッズ」TEL：３４－３１５５

「かいごの日 就職面談会」開催
下記の日程で、就職面談会を開催します。

芸西村、安芸市の介護・福祉事業所が参加予定です。

面談会といっても堅苦しいものではありません。

介護・福祉の仕事に関心のある方はぜひご参加ください。

仕事内容や資格取得についてなど、ご相談もお受けしています。

◆日時：令和３年１１月１１日(木) １３：３０～１５：００

◆場所：安芸市総合社会福祉センター ３F 大会議室

◆問合せ先：安芸市福祉人材バンク(安芸市社会福祉協議会内)

０８８７－３５－２９１５

ハローワーク安芸(安芸公共職業安定所)

０８８７－３４－２１１１

※新型コロナウィルス感染症の状況等により、中止となる場合があります。

「ひだまりの会」講演会

令和３年１２月１１日(土)１４：００(受付１３：３０)～１６：３０ 四万十市

社会福祉センターにて、大切な方を事故や病気、自死によって亡くされたご遺族、

またご遺族に関わる周囲の方たちに向けたグリーフケアの講演会を開催します。

講師は一般社団法人日本グリーフ専門士協会理事 井出敏郎氏です。

講演終了後、自死遺族のみの交流会も予定しています。

【問い合わせ・申し込み先】高知県立精神保健福祉センター

０８８－８２１－４９６６まで。

申込締切りは１１月３０日。

感染拡大予防のため、事前申込制とさせていただきます。


