
問　リフノス係   ☎767-2197

5月10日（月）～20日（木）

先行申込みができる方は、町内団体や町民の方に限ります。!

インターネットサイトの紹介

※施設を運営する指定管理業者のサイトとなります。
https://rifunosu.jp文化交流センター「リフノス」公式サイト

公 民 館

施 設 名

文化会館

7～9月分

予約対象月 内 容

7～12月分

〇研修室1・2・3・4（連結して使用可能）　〇創作室1・2　〇和室
〇クッキングスタジオ　〇スタジオ1・2（防音設備あり）

※公民館10月分、文化会館令和4年1月分の先行申し込みは、6月10日㈭から20日㈰までに受付けます。

〇多目的ホール（431席あり、席を収納することでフラットホールとして
の利用も可能）　〇楽屋1・2

貸
出
対
象
施
設

受付期間文化交流センター「リフノス」
貸出施設の先行申込みが始まります

申込方法 （先行申込み）

※一般申込みについては6月1日（火）から開始いたします。

事前に使用者登録をお済ませください。「使用者ＩＤ（使用者番号）」を発行します。11
受付期間内に施設窓口又はインターネットでご使用になりたい施設や日時等について
申込みをしてください。 （予約希望が重複していた場合、抽選となります）22
5月25日（火）以降、施設窓口又はインターネットで抽選結果を確認してください。33
使用が決定したら6月1日（火）から15日（火）までに施設窓口へ「使用許可申請書」を
提出してください。期間中に申請手続きが行われない場合、仮予約が取り消されます
のでご注意ください。

44

手順

手順

手順

手順

文化交流センター「リフノス」への寄付金を募集したところ、たくさんの寄付をいただきました。
寄付金は、備品の調達等に活用させていただく予定です。

なお、ご協力いただいた方々のご芳名などの詳細は、ホームページに掲載しております。
皆様、ご支援をありがとうございました。

１７２ 件 ２,２５０,１６２円（令和２年１２月～令和３年３月）

多大なる寄付をありがとうございました

※空き状況の確認・先行申込み・一般申込みは、公民館、文化会館、
　各ページの「公共施設予約・案内システム」からご利用いただけます。

問　リフノス(公民館・文化会館)   ☎353-6114

今月の休館日 総合体育館……11日、25日、6月8日　屋内温水プール……6日、11日、18日、25日、6月1日、8日

総合体育館

問　スポーツ振興係   ☎356-6019

屋内温水プール個人開放日（メインアリーナのみ） 町民利用無料案内

全ての開館日
午前10時～午後９時　　　 5日（水・祝）、12日（水）、19日（水）、26日（水）  　　　16日（日）

※上記以外でも予約が入っていない場合は、個人利用が可能です。

開放日（予約不要で利用できる日）

夜間 終日

全ての町民

70歳以上の町民

（最終入場　午後8時）

24日（月）
午後1時～午後9時

土曜日における
子どもの居場所づくり事業

「りふ・わくわく広場」参加者募集
　『りふ・わくわく広場』とは、町内に住んでいる
小学生を対象に、土曜日の午前９時から午後３時まで
の間、地域ボランティアの見守りのもと、自由に過ご
せる安心で安全な居場所のことです。

●募集対象
　子どもが好きで、土曜日にボランティアとして
　活動できる方
●サポーターの活動時間
　土曜日（年間8回程度）、他に数回会議・研修も実施を
　予定しています。
　①午前９時～正午（３時間）
　②正午～午後３時（３時間）
●謝　礼
　８００円／１時間（会議・研修時は除く）
●場　所
　総合体育館サブアリーナ、青山小児童クラブ
　問　生涯学習係　☎767-2125

申込期限 ：
登録方法 ：

活動期間 ：

料　　金 ：

5月14日（金）
登録用紙を直接、FAX、メール又は
郵送で提出してください。
６月から２月までの間の土曜日
（計８回予定）
無料

活動サポーター募集

と　き　５月16日（日）　　午後2時～午後4時
ところ　ペア・パル利府（町民交流館）研修室
　　　　　問　生涯学習係　☎767-2125　　

ジュニア・リーダー
「十符っ子」 生

涯
学
習
の
ひ
ろ
ば

令和3年度全体会

図書館利用者
事前登録について

文化交流センター「リフノス」
公式SNS

　新図書館の利用者登録を６月1日（火）
から開始いたします。
　ご登録を希望される方の本人確認
書類をご持参の上、文化交流センター
「リフノス」内の図書館へお越しください。

　開館まで、最新情報を発信いたします。
ぜひチェックしてみてください！

●Instagram
ID:rifunosu

●Twitter
@rifunosu

受付時間 ：午前9時30分～午後4時
（土・日・祝を除く）

問　リフノス（図書館）   ☎353-5031
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