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今後の休館日 総合体育館……9日、24日、12月14日　屋内温水プール……2日、9日、16日、24日、30日、12月1日～1月4日まで

総合体育館 個人開放日（メインアリーナのみ）

　　　  3日、10日、17日（いずれも水曜日）
※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。

【午前の部】 午前9時～正午（午前8時30分～）
【午後の部】 午後1時～午後5時（正午～）
【夜間の部】 午後6時～午後9時（午後5時～）

開放日（予約不要で利用できる日）
夜間 　　　  21日（日）終日

大人 100円 子ども 30円（4歳から高校生まで）

利用時間（受付時間）

11月14日（日）　　午後2時～午後4時
文化交流センター 「リフノス」 研修室1

ジュニア・リーダー
「十符っ子」

定例会のお知らせ

問　スポーツ振興係　☎356-6019　　

屋内温水プール 町民利用無料案内

全ての開館日
午前10時～午後９時

全ての町民

70歳以上の町民

（最終入場　午後8時）

29日（月）
午後1時～午後9時

＜定期メンテナンスに伴う長期休館のお知らせ＞
○温水プール　　　　　12月1日から1月4日まで
○ダンススタジオ、トレーニング室等
　　　　　　　　　 　12月14日から1月4日まで

と き
と こ ろ

　　　　　　問　生涯学習係　☎767-2125

問　生涯学習係　☎767-2125

　コロナワクチン接種の必要性やワクチンに対する
不安なことなどを、たかだこども医院の高田先生に
お話を伺いながら、参加者みんなで考えましょう。

令和４年  成人式のご案内

問　生涯学習係　☎767-2125

　令和４年成人式は新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、従来とは異なる式典内容で
開催します。
　詳細は、町ホームページ内の案内を確認して
ください。

　令和３年１１月３０日時点で本町に住民登録
されている方には１２月中旬に案内状と入場
券を送付します。町外にお住まいの方も式典
に参加できますが、入場券が必要になります
ので、希望する方は町ホームページ内の案内を
確認してください。
※今後の新型コロナウイルス感染状況により、
式典が中止になる場合もあり得ますので
ご了承ください。

令和４年１月９日（日）午前１０時
（午前９時１５分から受付開始）
総合体育館
平成１３年４月２日～
平成１４年４月１日生まれの方

と　　き

と こ ろ
対　　象

1１月13日（土） 
午後1時30分から午後3時30分まで
文化交流センター「リフノス」研修室1・2
たかだこども医院　院長 高田 修 氏
ドリーム・エルりふ 代表 野口 良子
　090‒2844‒5239
講演会に参加される方で、8か月以上～
就学前のお子様がいらっしゃる場合は
託児も可能です。申込時に合わせてご
希望ください。

と　　き

と こ ろ
講　　師
申　　込

託　　児

問　文化振興係　☎767-2197

　第２５回公演に向け、参加する劇団員の募集を
します。興味のある方は、是非ご参加下さい。

小学生以上の町民および
町内に通学、通勤している方
11月30日（火）まで
令和4年3月19日（土）・20日（日）
大　　　人　2,000円
高校生以下　1,000円
※その他保険代がかかります。
生涯学習課窓口で申込書の
配布および受付をしています。
応援スタッフもあわせて募集
いたします。

●募 集 対 象

●募 集 期 間
●公演予定日
●参　加　費

●申込 方法

●そ　の　他

町民劇団「ありのみ」
劇団員募集

家庭教育学級 育児は育自
育児をたのしんでいますか？
～コロナワクチンについて考えよう～

問  リフノス（公民館・文化会館）  ☎353-6114

11月28日（日）午後1時30分～午後4時終了予定（開場：午後1時）
文化交流センター「リフノス」　多目的ホール
1申込につき、5名まで。（大人のみのお申し込みはご遠慮ください）
受付は、窓口、電話、メール。定員に達し次第、受付を終了します。和楽器体験は
お子様のみ30人を予定しており、定員を超える場合は当日会場にて抽選をおこないます。
※リフノスで配布している「ちらし」もご参照ください。

日　　時
開催場所
申込方法

日本の伝統音楽ちゃれんじ＜鑑賞と和楽器体験＞
子どもたちのための伝統文化の体験機会回復事業

文化交流センター「リフノス」 https://rifunosu.jp

今月のリフノス休館日 8日（月）、22日（月）

【利府の魅力再発見】

◆「公民館教室」について◆

問  リフノス（公民館・文化会館）  ☎353-6114

問  リフノス（公民館・文化会館）  ☎353-6114

11月17日（水）午後7時～午後8時
文化交流センター「リフノス」　2階
研修室1・2
利府町に語り継がれている歴史と地域
の伝承、里山の魅力について
内海貴史氏（うちみ旅館）
20名
無料
リフノスあて電話または直接お問い
合わせください。

日　　時
会　　場

内　　容

講　　師
定　　員
参 加 費
申込方法

　文化交流センター「リフノス」を会場として、12月
24日（金）、25日（土）の期間で開催される「文化祭」
のステージ発表の裏方ボランティアを募集します。

・教室開催日の１か月前から申し込みを受け
付けしています。

・今後の教室の開催予定については、リフノス
内デジタルサイネージや、リフノスホーム
ページ・ツイッター等もご参照ください。

公民館教室のご案内

問  リフノス（図書館）  ☎353-5031

　図書館がなぞときゲームの会場になります！
　図書館の中にかくされた文字をさがしましょう。
全部見つけられたらプレゼントがあります。

11月7日(日)午前9時～午後5時
文化交流センター「リフノス」
図書館内
未就学児～小学生

日　　時
場　　所

対　　象

としょかん
　　たんていだん

「令和３年度 利府町文化祭」を
一緒に創りませんか

～運営ボランティア募集～

11月30日（火）まで
文化交流センター「リフノス」で申込書を受け
取り、諸条件を確認の上窓口へ直接申込み
ください。
多目的ホールでのお手伝い
12月24日（金）、25日（土）午前9時～午後4時
（午前中のみ、午後のみ、全日でも構いません）

募集期間
申込方法

募集内容
期　　間

　事前のお申込みは不要です。
ご希望の方は当日、図書館カウンターまで
お越しください。

みんなで
ちょうせん
しよう！
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