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財団法人　滝川市生涯学習振興会情報紙 平成２５年４月号

学ぶほど　拡がる知識と　友達の輪学ぶほど　拡がる知識と　友達の輪 ＶＯＬ.

自ら進んで学ぶ意欲のある人を応援します。

３１種類３５講座の中から自分にあった講座に参加しませんか？

年会費は〈１口〉

会員募集中会員募集中会員募集中 5,000円

平 成 ２ ５ 年 度

▼会費の納入方法
❶ご持参いただける場合は当振興会事務局までお越しください。
　滝川市明神町１丁目５番２９号　滝川市総合福祉センター３階

❷申し込み講座開始初日にお支払いいただいても結構です。
　講座は必ず情報紙を見て事前に申し込んでください。

　財団法人滝川市生涯学習振興会（愛称：リブラーンたきかわ）は、市

民の生涯学習の要求に応えるため、学習機会の提供等に必要な事業を行

う団体です。

　この会は、会員の皆さんから納入していただく年会費で運営しており

ますので、多くの方に会員になっていただくことが、会の維持発展につ

ながります。

　年会費５,０００円（１口）を納めていただくと、リブラーンが主催す

る全ての事業に受講料が無料で参加できます。

　本年度の事業については、次ページ以降に概略を掲載しましたが、詳

しい内容や応募方法等については、「情報紙：リブラーンＴＡＫＩＫＡ

ＷＡ」（広報たきかわに折込）でご案内いたしますのでご覧ください。

　次のように受付業務をいたしておりますので、ご理解ご協力をよろし
くお願いいたします。

●申し込み用紙には、複数講座を希望する場合は、希望優先順に講座名
　を記入していただきます。

●受講決定に際しては、第１希望から優先順に整理し、開講日３週間前
　に受講案内を送付いたします。

講座の受付方法について

夫婦会員割引
　一人ひとりが自らの意思で学ぶ
ことが大切です。
　夫婦で共通の趣味を持つためや、
自分の趣味の範囲を広げるなどに
ご活用ください。

新会員紹介者制度
　新会員の加入促進を図るために、
会員のご紹介によって、新たに未
加入者が会員となった場合、紹介
者に謝礼を差し上げる制度です。

従業員の方も受講
できます
　企業で加入いただくと、その企
業従業員の方も講座等の事業に参
加していただくことができますの
で、大いにご活用ください。

夫婦で加
入いただ

くと

　二人で
８,００

０円の

　　　年
会費とな

ります。

紹介者１
名につき

　５００
円の商品

券を

　　差し
上げてお

ります。

加入口数
１口につ

き

　１名の
参加がで

きます。

まなびフェスタ　　開催



⒆押し花入門講座
26年2月6日〜2月27日（10：00〜12：00）

毎週木曜日　全４回

　押し花を使って、情緒豊かな絵を作ります。

［お問合せ］滝川市明神町1丁目5番29号　総合福祉センター３階　TEL.23Ď0294
　　　　　　メールアドレス：���������＠��	��.���　財団法人滝川市生涯学習振興会事業案内

新規

新規

新規

〈２〉

５．語学講座

７．資格認定試験

８．その他

６．体験講座〈まなびフェスタ〉

⑻女子力アップ講座
7月22日〜8月5日（18：30〜20：00）

毎週月曜日　全３回

　自分の魅力を引き出せるように、メイク・ヘアアレ
ンジ・ネイルアート等の簡単な技法を学びます。

⑼実用ボールペン字講座
8月2日〜9月27日（13：30〜15：30）

毎週金曜日　全８回

　ボールペンを使い、住所・氏名など、普段書くことの
多い文字を学びます。

⑽フラダンス入門講座
8月2日〜9月20日（18：30〜20：00）

毎週金曜日　全７回

　明るいハワイアン音楽にのせて気軽に無理なく踊れ
るフラの基本を学びます。

⑾整理収納入門講座
8月20日〜9月3日（13：30〜15：30）

毎週火曜日　全３回

　収納の仕方を学びます。

⑿手話入門講座
9月5日〜10月3日（18：30〜20：00）

毎週木曜日　全５回

　実技を交えて簡単な手話を学びます。

⒀テーブルマナー講座（洋食）
9月5日（10：00〜12：30）

木曜日　全１回

　洋食料理のテーブルマナーを学びます。

⒁テーブルマナー講座（和食）
9月19日（10：00〜12：30）

木曜日　全１回

　和食料理のテーブルマナーを学びます。

⒂簡単！うちごはん講座
11月7日〜11月21日（18：00〜20：00）

毎週木曜日　全３回

　家にある材料を使って、簡単で手間が掛からない「家
ごはん」を楽しく学びます。

⒃家庭でできる燻製作り講座
11月11日〜11月25日（13：30〜15：30）

毎週月曜日　全３回

　段ボールを使って、家庭でもできる簡単な燻製作り
を学びます。

⒄ワイン入門講座
11月11日〜11月18日（18：30〜20：00）

毎週月曜日　全２回

　ワインについての知識、飲み方のマナーなどを学び
ます。

⒅麺くい講座
11月26日〜12月10日（10：00〜12：00）

月曜日及び火曜日　全３回

　うどん・パスタ・そばを麺から作ります。

⑴旅行英会話講座
26年1月9日〜3月13日（18：30〜20：00）

毎週木曜日　全１０回

　英会話が苦手な方でも、楽しい海外旅行が出来
るように、簡単な英会話を学びます。

⑴まなびフェスタ
　昼の部と夜の部に分けて、会員以外を優先に
実施します。

　①ゆる体操講座１日体験
　4月22日（13：30〜15：00）（18：30〜20：00）

　月曜日　各１回

　②家庭でできる燻製作り講座１日体験
　4月23日（13：30〜15：00）（18：30〜20：00）

　火曜日　各１回

　③和紙・千代紙細工講座１日体験
　4月24日（13：30〜15：00）（18：30〜20：00）

　水曜日　各１回

⑵シニア向けスマートフォン講座
9月12日（13：30〜15：30）

木曜日　全１回

　スマートフォンの使い方を学びます。

■漢字検定試験
6月30日・26年2月2日（9：30〜15：30）

日曜日　年２回

　漢字能力の向上を目指し、㈶日本漢字能力検定協
会の主催で実施します。

⑴会員研修旅行
９月ごろ実施予定

　今年度の研修地は旭川方面の予定です。

⑵会員交流会
10月4日　金曜日　夜間　

　会員と講師の親睦を図るため、開催します。

⑶講座作品展示会
26年1月16日〜1月23日（予定）

　受講者の作品を展示し、その成果を多くの市民
に見てもらい、生涯学習への意欲を喚起します。



４．趣味・実用講座

講座などの応募方法は、開催日近くの「広報たきかわ」に折り込まれるリブラ
ーン情報紙をご覧下さい。（25年度は、4月ă6月ă8月ă10月ă12月発行予定）

新規

新規

〈３〉

平成２５年度

１．リブラーン講演会

　道内外の講師を招いて、年１回開催予定です。

今年度は「三遊亭遊吉」氏を招いて５月に開催します。

２．教養講座

３．健康・運動講座

⑴日本の歴史を学ぶ講座
　月　日〜　月　日（18：30〜20：00）

毎週曜日　全　回

　開催月日、内容については未定です。

⑵文学を学ぶ講座
8月21日〜9月18日（18：30〜20：00）

毎週水曜日　全５回

　日本文学の歌と語りなどを題材にその時代の人々
の生き方を学びます。

⑶世界遺産講座
10月29日〜11月19日（18：30〜20：00）

毎週火曜日　全４回

　世界遺産の中から、幾つかを取り上げて学習します。

⑷中空知探訪講座
7月17日〜7月31日（9：00〜12：00）

毎週水曜日　全３回

　仲間と交流しながら、普段めったに訪れることのな
い、中空知の建物や施設を巡ります。

⑴リズムウォーキング講座
夏期／5月8日〜6月26日（18：30〜19：30）

　　　毎週水曜日　全８回

秋期／10月16日〜12月4日（10：30〜11：30）

　　　毎週水曜日　全８回　

　音楽に合わせて歩行や、ストレッチを行います。

⑵中国武術太極拳講座
5月9日〜6月27日（18：30〜20：00）

毎週木曜日　全８回

　簡化太極拳二十四式を基礎から学びます。

⑶ズンバダンス講座
5月22日〜6月19日（11：00〜12：00）

毎週水曜日　全５回

　コロンビアの言葉で「どんちゃん騒ぎ」という意味
のラテン音楽を取り入れたダンスエクササイズを学
びます。

⑷手軽にできるリンパ健康法講座
夜間／5月27日〜6月24日（18：30〜20：00）

　　　毎週月曜日　全５回

昼間／5月28日〜6月25日（13：30〜15：00）

　　　毎週火曜日　全５回

　リンパの流れに沿って行うマッサージによる健康
法を学びます。

⑸ヨガ入門講座
夏期／5月31日〜6月28日（18：30〜19：30）

　　　毎週金曜日　全５回

冬期／26年1月22日〜2月19日（10：30〜11：30）

　　　毎週水曜日　全５回　

　個々の体力差に関係なく楽しめる、５０００年の歴

史を持つ健康法を学びます。

⑹ゆる体操講座
8月28日〜9月25日（10：30〜12：00）

毎週水曜日　全５回

　脱力しながら行う、健康効果の高い体操を学びます。

⑺パークゴルフ講座
9月10日〜10月8日（13：30〜15：30）

毎週火曜日　全５回

　基本的なルールやマナーを学びます。

⑴はじめてのプリザーブドフラワー講座
5月7日〜5月21日（18：30〜20：00）

毎週火曜日　全３回

　「枯れない花」と呼ばれているフランス生まれのプリ
ザーブドフラワーの作り方を学びます。

⑵童謡と叙情歌を楽しく歌う講座
5月9日〜6月6日（10：00〜12：00）

毎週木曜日　全５回

　童謡や唱歌、叙情歌をみんなで歌う楽しさを学びま
す。

⑶パッチワーク講座
5月13日〜5月27日（13：30〜15：30）

毎週月曜日　全３回

　ハワイアンキルトのポーチ作りを行います。

⑷陶芸入門講座
5月16日〜6月6日（14：00〜16：00）

毎週木曜日　全４回

　形を作り、焼き上げて、陶芸の楽しさを経験します。

⑸気軽に楽しむスケッチ講座
6月10日〜7月8日（13：30〜15：30）

毎週月曜日　全５回

　鉛筆と水彩絵の具を使い、基礎を学びます。

⑹クラフトバンド入門講座
6月13日〜7月4日（13：30〜15：30）

毎週木曜日　全４回

　クラフトバンドでバッグや小物等を作ります。

⑺和紙・千代紙細工講座
7月5日〜7月26日（13：30〜15：30）

毎週金曜日　全４回

　日本伝統の和紙や千代紙を使って細工工芸を楽しみ
ます。



〈４〉

申込みは

４月５日 
から事務局で
受け付けします

電話でも可

リズムウォー
キング講座・夏期

中国武術
太極拳講座

　プリザーブドフラワーは、生花に特殊加工を施す

ことにより、水なしで鮮やかな色とみずみずしさを

保ちながら、長期間美しさを保つことが可能なフラ

ンス生まれの新しいタイプのお花です。

　ご自宅のインテリアに、または贈り物としてあな

たも作品作りに挑戦してみませんか。

開催日時／５月７日～２１日　毎週火曜日　全３回
　　　　　１８時３０分～２０時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　第５講習室
講　　師／林　真意さん
募集人員／１５名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／２,０００円（講座の初日に必要です）
内　　容／小さなプリザーブドフラワーを３個作り
　　　　　ます。
持参する物：はさみ、ピンセット、木工用ボンド、

　　　　　　ワイヤーを切れるニッパー

　　　　　（花用でも可）

　運動不足を解消し、いつまでも若々しく健康であ

りたい。そんな貴方にお勧めです。

　音楽に合わせて身体を動かす喜びを味わってみま

せんか。運動が苦手な方や初めての方でも安心して

参加いただけます。

開催日時／５月８日～６月２６日
　　　　　毎週水曜日　全８回
　　　　　１８時３０分～１９時３０分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　軽運動室
講　　師／健康エアロビックきたそら
　　　　　佐藤　敬司さん
募集人員／２４名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方は
　　　　　リブラーンに加
　　　　　入していただき
　　　　　ます。
　　　　（年会費５,０００円）
持参する物：汗拭きタオル、飲み物　

　　　　　　※動きやすい服装

はじめてのプリーザ
ブドフラワー講座

童謡と叙情歌を
楽しく歌う講座

　童謡や叙情歌は私たちの心の琴線にふれる懐かし

い響きです。

　無理なく体の芯から声を出して歌うことは本当に

気持ちよいです。健康にも良く、又、歌を歌うと表

情が豊かになります。

　童謡や唱歌、叙情歌など昔から親しまれてきた歌

をみんなで楽しく歌いませんか。

開催日時／５月９日～６月６日
　　　　　毎週木曜日　全５回
　　　　　１０時００分～１２時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター５階　研修室
講　　師／野田　たか子さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブ
　　　　　ラーンに加入してい
　　　　　ただきます。
　　　　（年会費５,０００円）
教　材　費／６３０円
　　　　（講座の初日に必要です）

　太極拳は運動が苦手な方、体力に自信のない方

でも無理なく練習ができ、長く続けることで自然

に治癒力が高まります。ゆったりした動作は心身

をリラックスさせ、ストレス解消にも効果的です。

　生涯続けることのできる健康法です。

　この講座では、日本で一番ポピュラーな「簡化

太極拳二十四式」を基礎から学べるので、年齢を

問わず初心者の方でも安心して参加することがで

きます。

開催日時／５月９日～６月２７日　毎週木曜日
　　　　　全８回　１８時３０分～２０時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　軽運動室
講　　師／日本武術太極拳連盟
　　　　　公認指導員　矢野　美恵さん
募集人員／４０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
持参する物：汗拭きタオル　

　　　　　　※動きやすい服装



〈５〉

陶芸
入門講座

申込みは

４月５日 
から事務局で
受け付けします

電話でも可

パッチワーク
講座

ズンバダンス
講座

ヨガ入門
講座・夏期

　パッチワークとは、さまざまな柄布、素材、色、

大きさ、形の小さい布をつなぎ合わせて１枚の大き

な布にする技法です。色、柄の異なる布を自由に組

み合わせ、無限のパターンを創造する楽しさがある

手芸です。

　この講座では、初心者でも作れるように、ベテラ

ンの講師が基本から指導いたします。

開催日時／５月１３日～２７日　毎週月曜日　
　　　　　全３回　１３時３０分～１５時３０分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　第５講習室
講　　師／小川　裕子さん
募集人員／１５名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／２,０００円（講座の初日に必要です）
講座内容／ハワイアンキルトのポーチを作ります。
持参する物：裁縫セット、布きれはさみ、しつけ糸

　　　　　　３０㎝の定規、鉛筆（２Ｂ）

　陶芸は老若男女の全ての人が生涯楽しめる実用的

な趣味といわれています。

　形を作り、焼き上げて出来上がりを待つ。

　どんな陶器ができるのか、わくわくドキドキの講

座。

　初心者向けの講座ですから、陶芸の基礎知識、陶

芸の魅力について、ベテランの講師がお教えいたし

ます。

　そんな講座をあなたも体験してみませんか。

　茶碗、カップ、皿を作ります。

開催日時／５月１６日～６月６日　毎週木曜日
　　　　　全４回　１４時００分～１６時００分
会　　場／滝川市陶芸センター（新町３丁目８）
講　　師／陶芸センター講師　大野耕太郎さん
募集人員／１２名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／２,０００円（講座の初日に必要です）
持参する物：エプロン　

　　　　　　※汚れてもよい服装。

　ズンバは、ラテン系の音楽とダンスを融合させて

創作されたダンスフィットネスエクササイズで、早

いリズムと遅いリズムの曲が組み合わされた、ダイ

ナミックでエキサイティングなダンスです。

　ズンバエクササイズは、心肺機能を向上させると

ともに、多くのカロリーを消費するので、脂肪を燃

焼させる効果が期待されます。

　ズンバはとても楽しいダンスです。

　年齢層に合わせたリズムで指導いたします。

開催日時／５月２２日～６月１９日
　　　　　毎週水曜日　全５回
　　　　　１１時００分～１２時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　４階　講堂
講　　師／ＡＦＡＡ認定ＺＵＭＢＡ
　　　　　インストラクター　高田　志保さん
募集人員／２４名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
持参する物：汗拭きタオル、飲み物、運動靴

　５,０００年の歴史を持つインドの原始宗教の修行

が起源とされるヨガ。ポーズ、呼吸法、そしてリラ

クゼーションの実践で、心身のリズムを整えるヨガ

の効用は、神秘性だけでなく、今日では科学に基づ

く健康法として普及されています。

　楽しく、無理なく、個々の体力差に関係なく、ヨ

ガによって健康と生きる喜びを味わえ、自然にリラ

ックスしリフレッシュして、心身の健康を実現して

みませんか。

開催日時／５月３１日～６月２８日　毎週金曜日　
　　　　　全５回　１８時３０分～１９時３０分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　軽運動室
講　　師／インド政府公認インストラクター
　　　　　レファエリ　長井　亜香里さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
そ　の　他／講座の１時間３０分前から飲食をしない。
持参する物：バスタオル、汗拭き、動きやすい服装



〈６〉

申込みは

４月５日 
から事務局で
受け付けします

電話でも可 気軽に楽しむ
スケッチ講座

手軽にできる
リンパ健康法講座

クラフト
バンド入門講座

昼間 手軽にできる
リンパ健康法講座

夜間

　リンパの流れが滞ると、むくみ、肩こり、冷え、

だるさなど放っておくと体に様々なトラブルを起こ

す原因となります。

　リンパマッサージはリンパの流れの滞りを解消し、

自然治癒力を高める助ける健康法です。

　穏やかな運動により、免疫力と排泄力という体の

仕事をしているリンパの流れをよくして健康な体作

りを目指す体操をあなたも体験しませんか。

開催日時／５月２７日～６月２４日　
　　　　　毎週月曜日　全５回　
　　　　　１８時３０分～２０時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　軽運動室
講　　師／エステたちばな　橘　香央里さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／３００円（講座の初日に必要です）
　　持参する物：汗拭きタオル、飲み物、筆記用具

　　　　　　　　※動きやすい服装

　リンパには二つの大切な働きがあります。体の老

廃物を排出する機能と、体に入ってきた細菌やウイ

ルスをやっつける免疫機能を助ける働きです。

　穏やかな有酸素運動を中心に、体を動かしながら

外部からやさしいタッチで体に「圧」を加えること

でリンパの流れをよくして、体内の老廃物を排泄し、

免疫力を高めるリンパマッサージを学びませんか。

開催日時／５月２８日～６月２５日
　　　　　毎週火曜日　全５回
　　　　　１３時３０分～１５時００分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　軽運動室
講　　師／エステたちばな　橘　香央里さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／３００円（講座の初日に必要です）
持参する物：汗拭きタオル、飲み物、筆記用具

　　　　　　※動きやすい服装

　旅先で見る風景はもちろん、ほんの身近な草花で

さえ、季節ごとにまったく違う色や香りを投げかけ

てくれます。

　それらをただ鑑賞するだけでなく、スケッチに残

してみてはいかがでしょうか。

　今まで見ていた景色がもっともっと輝いて見える。

そんな新しい楽しみをスケッチを通して見つけてく

ださい。

開催日時／６月１０日～７月８日
　　　　　毎週月曜日　全５回
　　　　　１３時３０分～１５時３０分
会　　場／滝川市総合福祉センター
　　　　　３階　第５講習室
講　　師／滝川美術協会会員　梅津　守さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
持参する物：鉛筆（２Ｂ）、ボールペン、スケッチ

　　　　　　ブック、筆、水彩絵の具、パレット、

　　　　　　筆洗い他

　牛乳パックや古紙１００％の再生紙で出来ている

クラフトテープ（手芸用紙バンド）を使って、小物

入れやバッグなどを作成します。

　竹や籐などの天然素材とは違って、簡単にはさみ

で切ったり、ボンドで貼ったり、自由自在に加工が

出来るのが魅力です。

　貴方も自然に優しいナチュラルエコ素材を使って

作品を作ってみませんか。

開催日時／６月１３日～７月４日
　　　　　毎週木曜日　全４回
　　　　　１３時３０分～１５時３０分
会　　場／滝川市総合福祉センター　
　　　　　３階　第５講習室
講　　師／浅野　敬子さん
募集人員／２０名
受　講　料／会員は無料。
　　　　　会員以外の方はリブラーンに加入してい
　　　　　ただきます。（年会費５,０００円）
教　材　費／２,０００円（講座の初日に必要です）
持参する物：木工用ボンド、はさみ、メジャー、洗

　　　　　　濯バサミ（１０個）、筆記用具



〈７〉

自分の実力を
　試すチャンス

平成25年6月30日㈰
9時30分〜15時30分
※受検級により検定時間が異なります。

■主催　財団法人　日本漢字能力検定協会

■主管　財団法人　滝川市生涯学習振興会

検定料を添えて当振興会事務局までお申し込みく
ださい。

※会員料金は、平成25年度滝川市生涯学習振興会会員の料金です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（加入口数１口につき１名）

▼受検標準級及び出題範囲

▼検定時間・検定料

学年
程度

小　１
修　了

小　２
修　了

小　３
修　了

小　４
修　了

小　５
修　了

小　６
修　了

中学校
在　学

中学校
卒　業

高　校
在　学

高卒・大
学・一般

級 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 準２級 ２級

滝川市総合福祉センター
３階　第１講習室
滝川市明神町１丁目５番２９号

漢字検定
　漢字学習はこつこつと取り組むことが大切ですが、
それを継続することは容易ではありません。
「漢字検定試験の合格」という明確な目標を持つこ
とが学習への動機づけとなり、さらに、努力の成果
が「合格」や「点数」によって客観的に評価される
ことで自信がつき、学習意欲の高まりが期待されま
す。
　老若男女を問わず、皆さん、挑戦してみませんか。

2級

準2級

8・9・10級

3級

5・7級

4級

6級

9：30～10：30

11：10～12：10

11：10～11：50

3,500円

1,800円

1,000円

1,800円

1,500円

1,800円

1,500円

3,000円

1,300円

500円

1,300円

1,000円

1,300円

1,000円

検定級 検定時間
検定料

一般料金 会員料金

道
民
カ
レ
ッ
ジ
と

連
携
講
座

問合先/財団法人　滝川市生涯学習振興会事務局　ＴＥＬ０１２５−２３−０２９４

■道民カレッジとは
　道民カレッジは、産学官が連携して、道内各市町村で行われている様々な学習機会を体系化
することにより、道民が自らの意思によって学び、自立した北海道の創造に寄与する人材を育
成することを目的としています
・「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする生涯学習の学園です。誰でもいつでも入学
　できます。
・道内のいろんな場所で開催されている講座に参加できます。
・自分で学びたい講座を選び、自分を高めるとともに、地域などで生かすことができます。
・私共リブラーン講座のすべての講座が道民カレッジの連携講座となっております。

■学習単位について
・連携講座は、１時間１単位です。
・主催講座の大学放送講座や連携先の市民カレッジ、市民大学等の公開講座と単位互換するこ
　とができます。
・所定の単位を取得した場合、申請により学士、修士、博士の「称号」が授与されます。申請
　する場合、大学放送講座（スクーリングを含む）６単位が必修となります。
・講座の単位の取得は、出席７割以上が必要です。

■入学申込について
・入学希望者は、所定の入学申込書に必要事項を記入して、道民カレッジ事務局まで直接郵送
　してください。
・申し込み用紙は、滝川市教育委員会、滝川市生涯学習振興会の事務局にあります。
・不明な点などの問い合わせは下記の事務局まで。

12：50～13：50

14：30～15：30

次回実施日：平成26年2月2日㈰

日時 場所

受付期間 4月5日㈮〜5月23日㈭

生涯学習振興会では、問題集を扱っておりませんの
で、必要とする方は、市内の書店にお問い合わせく
ださい。



夜の部（18：30〜20：00）

４
月
24
日
㈬

〈８〉

財団法人　滝川市生涯学習振興会
　　　　　　　　　【愛称　リブラーン滝川】

〒073-0032　滝川市明神町1丁目5番29号（総合福祉センター内）

TEL 23-0294/FAX 23-0292
［ホームページ］����：//���������.������.��.�

受付時間/月〜金曜　午前8時30分〜午後5時まで（土日・祝祭日を除く）

会員募集中

まなびフェスタ　　開催まなびフェスタ　　開催
“会員以外の方大歓迎！”

申込は

4月17日まで

　リブラーンでは、年間３５
の講座を開催し、皆様の生
涯学習のお手伝いをさせて
いただいています。

　リブラーンでは、どんな
講座を開催しているのかを
知っていただきたく、まな
びフェスタとして「体験講
座」を開くことになりまし
た。
　ぜひこの機会に“リブラ

ーンの講座を体験”してみ

ませんか。

　受講できる方は原則「リ
ブラーンの会員以外」の方
とさせていただきますが、
定員に空きがある場合は会
員の方も受講できますので
事務局へお問い合わせくだ
さい。

滝川市
生涯学習振興会
☎0125
23ｰ0294

開催日

４
月
22
日
㈪

４
月
23
日
㈫

項　目

講座名

内　容

講　師

会　場

定　員

教材費

持ち物

昼の部（13：30〜15：00）

ゆる体操講座

固まった体を上手に緩め、新陳代謝が活発になります。

日本ゆる体操協会認定ゆる体操準指導員１級　佐藤　敬司さん

総合福祉センター　３階　軽運動室

２０名

なし

２０名

なし

汗拭きタオル、動きやすい服装

講座名

内　容

講　師

会　場

定　員

教材費

持ち物

家庭でできる
燻製作り講座

総合福祉センター　３階　料理実習室

２０名

５００円

２０名

５００円

講座名

内　容

講　師

会　場

定　員

教材費

持ち物

和紙・千代紙
細工講座

総合福祉センター　３階　第５講習室

２０名

５００円

２０名

５００円

段ボールを使って、簡単でおいしい燻製作りに挑戦します。

ヒゲの出張料理屋　西村　圭太　さん

エプロン、三角巾、お手拭、ふきん、筆記用具

日本の伝統的な和紙を使い、自分だけの作品を作ります。

楽紙工房　細工師　佐々木　英さん

カッター、はさみ、筆記用具

体験
講座

……リブラーンの講座を体験してみませんか……

受講料は無料

申込み・問合せ先


