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6月5日（日）　　午後2時～午後4時
文化交流センター「リフノス」 2階 研修室1・2

ジュニア・リーダー
「十符っ子」

定例会のお知らせ
と き
と こ ろ

問 生涯学習・スポーツ振興係　☎767-2125

　放課後子ども教室「サンペアクラス」は、
利府第三小学校及び青山小学校の全学年
を対象に、放課後に学習やスポーツ、文化
活動、異学年・異世代との交流など、さま
ざまな活動を行う場を提供するものです。
　活動コーディネーターの方を中心に、
各種活動の指導や支援を行ったり、活動中
の子どもたちの安全を見守ったりします。
　今年度は利府第三小学校は6月、青山
小学校は9月から、放課後に2時間程度の
活動を予定しています。

　4月24日（日）に利府町ジュニア・リーダー全体会が行われ、令和4年度の活動が
スタートしました。ジュニア・リーダーの役割を担っていけるよう、様々な活動に
取り組んでいきたいと思います。

　町の情報を交換・共有して、利府町での子育
てをもっと楽しくしませんか。
　子育て中の利府町に転入してきたばかりの方、
もっと町のことを知りたい方、参加をお待ちして
おります。他にも絵本の紹介や簡単なおもちゃ
作りを予定しています。慌ただしい子育ての中、
ほっとする癒しの時間にしませんか。

6月24日（金）午前10時～午前11時30分
文化交流センター「リフノス」研修室
無料
子育て中の方・親子10組（興味のある方
どなたでも）
託児が必要な方はご相談ください。
6月21日（火）
生涯学習・スポーツ振興係 ☎767-2125

と　　き
と こ ろ
参 加 費
対　　象

申込期限
申 込 先

「とふ・十符」ほっとルーム ～ウェルカム 利府町で子育てを楽しもう～
利府町家庭教育支援チーム「とふ・十符」企画

「育児は育自」  これからの
子育てをどうしたらいいの？

　子どもは、コロナ禍の中でも日々成長しています。
その子どもたちがこれから笑顔で、のびのび成長して
いけるために高田先生のお話を聞きながら、皆さんで
知恵を出していきましょう。

子育て支援サークル「ドリームエル・りふ」企画

と き

と こ ろ
講 師
対 　 象

申込期限
申 込

6月11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
たかだこども医院　院長　高田　修　氏
子育て中の方・親子10組（興味のある方
どなたでも）
託児が必要な方はご相談ください。
6月8日（水）
ドリーム・エルりふ　代表　野口良子
☎090-2844-5239

問　生涯学習・スポーツ振興係　☎767-2125　　 問 生涯学習・スポーツ振興係 ☎767-2125　　

Sun Pear Class
運営スタッフ 募集

サン ペア クラス

4月26日（火）に全体会を開催しました

スタッフは登録制で、実際の活動時間に
応じて謝礼金もお支払いしていますので、
お気軽にお問い合わせください。

　「町はひとつの学校」の理念のもと、利府高校を頂点に、利府
支援学校と町内小中学校の計11校の全児童生徒がひとつに
なって、様々な活動に取り組んでいます。活動を通して、上級生
は下級生を思いやる気持ちを、下級生は上級生を敬う気持ちを育
みます。また、そのような中で成長する経験を通して、郷土を愛
する心を育てることを目的としています。

十符っ子ブラザーシップ～町はひとつの学校～
　令和4年度のブラザー
シップのテーマ「住み続
けられるふるさとづくり」
について、今後の取組を
話し合いました。

利府町放課後子ども教室推進事業
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6月12日（日）　午後2時～午後3時（開場　午後1時30分）
文化交流センター「リフノス」多目的ホール
演舞と鶯沢八ツ鹿踊りの歴史解説
町民の方ならどなたでも（先着200名）
不要。当日、直接お越しください。
無料

と　　き
と こ ろ
内　　容
対　　象
申 込 み
費　　用

文化交流センター「リフノス」 https://rifunosu.jp
随時、イベントやお知らせを発信していますので、ホームページも是非ご覧ください。⇒

　１０月２９日（土）、３０日（日）に利府町文化交流センター
「リフノス」を会場として、開催します。作品の出展やステージ
発表の出演、体験・物販コーナー等の参加者を募集します。

　今年度の蔵書点検を次の日程で実施します。蔵書点検期間
中、図書館は休館となります。

　蔵書点検とは、図書館で所蔵している資料が館内にあるか、
日本十進分類法などに基づき正しく並んでいるか、また破損や
汚損している資料がないか点検する作業のことをいいます。
図書館を快適にご利用していただくために、館内を整理する期
間となっています。
　利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解
ご協力のほどよろしくお願いします。

8月12日（金）まで
利府町文化交流センター「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。 ※それぞれの枠には限りがありますので、
申込み多数の場合は調整させて頂きます。

募集期間
募集方法

と　　き
と こ ろ

　栗原市一迫に400年伝わる伝統芸能「鶯沢八ツ鹿踊り」
をご覧いただきます。伊達政宗も愛好し、伊達家の紋
「九曜の星」をさずかったと言われ、宮城県の民俗芸能
文化財にも指定されています。八頭の鹿が物語に沿っ
て舞う様を、ぜひこの機会にお楽しみください。 主催/利府町芸術文化協会　協賛/（一財）花園まちづくり記念財団

問  リフノス（公民館・文化会館）  ☎353-6114 問   リフノス（図書館）  ☎353-5031

問  文化振興・リフノス係  ☎767-2197

問  屋内温水プール  ☎356-0461

開館時間 公民館・文化会館 : 午前９時～午後９時 / 図書館 : 午前９時～午後８時 / カフェレストラン : 午前１１時～午後7時（月曜定休）

令和4年度 利府町文化祭 蔵書点検のご案内

令和4年度  芸術文化講演会のお知らせ
～鶯沢八ツ鹿踊りの魅力～

利府町総合体育館 利府町総合体育館は、令和４年４月より指定管理者により運営されています。

お申込みや詳細についての問い合わせは右記屋内温水プールまでご連絡ください。

今後の休館日 総合体育館……14日、28日、7月12日　屋内温水プール……7日、14日、21日、28日、7月5日、12日
※スポーツ施設の使用不可について　3.16福島沖地震の影響により、総合体育館メインアリーナ及び屋内温水プール内プール室は当面の間使用できません。

6月のリフノス休館日 13日（月）、27日（月）　　【図書館休館日】　27日（月）～29日（水）

※上記期間中も、リフノス北側入口の返却ポスト、イオン
　モール新利府南館1Fの返却ポストはご利用いただけます。

【日程】 6/27（月）～ 6/29（水）

作品展示・
出演者等募集

7月8日（金）午後6時30分～
リフノス1階　多目的ホール
※1団体2名までの出席でお願いします。

文化祭概要説明会

コース 対象 曜日 時間 年会費 月会費

幼児週1回 3歳～年長
土・日 10：30～11：30

2,200円
4,350円

月 15：30～16：30

児童週1回 小学生以上
土・日 11：30～12：30

月
16：30～17：30
17：30～18：30

幼児週2回 3歳～年長
上記2回組み合わせ 5,450円

児童週2回 小学生以上

コース 対象 曜日 時間 年会費 月会費
幼児週2回 3歳～年長 水泳週1回と

体操週1回の組み合わせ 2,200円 5,450円
児童週2回 小学生以上

コース 対象 曜日 時間 年会費 月会費

幼児週1回 3歳～年長
土 13：40～14：40

2,200円
4,350円

月 15：30～16：30

児童週1回 小学生以上
土 14：40～15：40
月 16：30～17：30

幼児週2回 3歳～年長
上記2回組み合わせ 5,450円

児童週2回 小学生以上

ミックス
（キッズ水泳＋キッズ体操）

キッズ体操

キッズ水泳

区分 対象

利用エリア

利用時間 月会費
シングル

シングル・ベテランズ

スタジオ

プール・トレーニング室
スタジオ

（レッスン含む）

スタジオレッスンのみ

高校生以上
10：00～21：00

6,000円
ベテランズ 60歳以上 5,000円
スタジオ 高校生以上 4,000円

　プール・トレーニング室・レッスンプロ
グラム参加が月会費だけでお好きな時に
お好きなだけご利用いただける会員制度です。

フィットネス会員募集

充実した施設が月会費だけでOK！
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