平 成 30 年 度

事 業 案 内

※都合により日程が変更になる場合があります。地域みっちゃく情報誌「ＳＯＲＡ」４月号・６月号・９月号・１２月号をご確認の上お申し込み下さい。

（12）ゆる体操冬期講座
１２月６日～３月７日（13：00～14：20）
木曜日 全１０回 定員２０名 受講料1,500円

教養講座
（１）文学を学ぶ講座～カラー図版で読み解く王朝文学入門～
５月２４日～６月２１日（18：30～20：00）
木曜日 全５回 定員２０名 受講料800円

（２）日本の歴史講座―歴史の中の天皇―
６月２８日～７月２６日（18：30～20：00）
火曜日 全５回 定員２０名 受講料800円

（３）滝川探訪講座～高畑利宜のイシカリ探検～
７月２６日～８月２３日（13：30～15：00）
木曜日 全３回 定員２０名 受講料９00円

（４）知って楽しむ世界遺産講座
９月１８日～１０月２３日（18：30～20：00）
火曜日 全６回 定員２０名 受講料900円

（５）カラー図版で読み解く「源氏物語」入門講座
１０月９日～１２月４日（14：30～16：00）
火曜日 全５回 定員２０名 受講料800円

（６）俳句に挑戦！講座
１０月１１日～１１月８日（18：30～20：00）
木曜日 全５回 定員２０名 受講料800円

（７）再発見！日本語／教育漢字の成り立ちを解く講座
１１月７日～１２月１２日（18：00～19：30）
水曜日 全６回 定員２０名 受講料900円

（13）ヨガ入門冬期講座
平成３１年１月１１日～３月１５日（18：30～19：30）
金曜日 全10回 定員２０名 受講料1,500円

（14）認知症予防運動講座
平成３１年１月８日～３月２６日（13：30～14：30）
火曜日 全１０回 定員１０名 受講料1,500円

（15）楽しいズンバ冬期講座
平成３１年１月１６日～２月２０日（10：30～11：30）
水曜日 全６回 定員２０名 受講料900円

趣味・実用講座
（１）みんなで踊ろう！フォークダンス講座
５月８日～６月５日（13：30～15：00）
火曜日 全５回 定員１０名 受講料800円

（2）かわいい手編み講座
５月９日～６月１３日（13：30～15：30）
水曜日 全５回 定員１０名 受講料3,400円

（３）はじめてのトールペイント講座
５月１１日～５月２５日（10：00～12：00）
金曜日 全３回 定員１０名 受講料3,000円

（4）初めていける季節の生け花講座
５月１１日～１２月１４日（13：30～14：30）
金曜日 全７回 定員10名 受講料1,100円+毎回花代1,200円

健康・運動講座

（５）おとなの囲碁基礎講座
（１）ケトジェニック食事法講座
※調整中

（２）気軽にエアロビクス講座
５月９日～７月１１日（10：30～11：30）
水曜日 全９回 定員２０名 受講料1,500円

（３）自宅でできる簡単な運動講座
５月９日～７月１１日（18：30～19：30）
水曜日 全１０回 定員１０名 受講料1,500円

（４）水中ウォーク＆アクアビクス講座
５月１２日～７月２８日（11：00～12：00）
土曜日 全８回 定員２０名 受講料4,400円

（５）福をよぶ～笑いヨガ講座
６月１９日～１１月２７日（13：30～14：30）
火曜日

全５回

定員１０名

受講料800円

（６）自分でできるリンパマッサージ講座
６月２６日～３月１２日（10：00～11：30）
火曜日 全１０回 定員１０名 受講料1,700円

（７）ヨガ入門夏期講座
７月６日～９月２８日（18：30～19：30）
金曜日 全１０回 定員２０名 受講料1,500円

（８）ゆる体操夏期講座
７月１８日～９月２６日（18：00～19：20）
水曜日 全１０回 定員２０名 受講料1,500円

（９）楽しいズンバ夏期講座
７月１８日～９月２６日（10：30～11：30）
水曜日 全１０回 定員２０名 受講料1,500円

（10）中国武術太極拳講座
７月１９日～９月１３日（18：30～20：00）
木曜日 全８回 定員２０名 受講料1,200円

（11）リズムウォーキング講座
１０月３日～１２月５日（10：30～11：30）
水曜日 全１０回 定員２０名 受講料1,500円

５月１２日～７月２１日（10：00～11：30）
土曜日 全８回 定員８名 受講料2,000円

（６）フラダンス入門講座
５月１８日～６月２９日（18：30～20：00）
金曜日 全７回 定員１０名 受講料1,100円

（７）いちから始めるボールペン字講座
６月１日～７月６日（10：00～11：30）
金曜日 全６回 定員１０名 受講料1,400円

（８）陶芸入門講座
６月１４日～７月５日（14：00～16：00）
木曜日 全４回 定員８名 受講料2,600円

（９）和食のテーブルマナー講座
６月２１日（11：30～13：00）
木曜日 全１回 定員１６名 受講料3,200円

（10）毎日飲みたい！水筒でつくる甘酒講座
６月２３日（13：30～15：00）
土曜日 全１回 定員８名 受講料1,200円

（11）初歩からゆっくり書道講座
６月２７日～９月１２日（13：30～15：00）
水曜日 全９回 定員１０名 受講料3,400円

（12）チーズ・レッスン講座
７月２４日～１１月１３日（12：30～14：00）
火曜日 全６回 定員８名 受講料１回目：2,900円/2回目～2,000円

（13）おとなの手習い筆ペン講座
７月１３日～８月１０日（10：00～12：00）
金曜日 全５回 定員１０名 受講料1,300円

（14）童謡と叙情歌を楽しく歌う講座
７月２６日～９月２０日（10：30～11：30）
木曜日 全５回 定員１０名 受講料1,300円

（15）基礎からはじめる手話講座
８月４日～９月８日（1１：00～12：00）
土曜日 全５回 定員１０名 受講料800円

（16）簡単に描けるいやしのパステルアート講座
８月２４日～１０月５日（10：00～11：30）
金曜日 全３回 定員１０名 受講料2,000円

（17）気軽に楽しむスケッチ講座
８月２８日～１０月１６日（13：30～15：30）
火曜日 全５回 定員１０名 受講料800円

（18）楽しめる切り貼り絵講座
９月１８日～１０月２３日（10：00～11：30）
火曜日 全６回 定員１０名 受講料2,700円

（19）やさしいソープカービング講座
９月１４日～９月２８日（10：00～12：00）
金曜日 全３回 定員８名 受講料1,400円

（20）絶対マスターしたい！コクと旨味たっぷり万能調味料づくり講座
９月２９日（10：00～11：30）
土曜日 全１回 定員８名 受講料1,200円

（21）心を贈る絵手紙講座
１０月４日～１１月１日（10：30～12：00）木曜日

全５回

受講料1,300円

（22）親子でチャレンジ！囲碁講座
１０月１３日～１１月１７日（10：00～11：00）
土曜日 全５回 定員４組 受講料2,600円/1組

（23）お菓子の家のミニランプづくり講座
１１月１７日（13：30～15：30）
土曜日 全1回 定員１０名 受講料1,200円

（24）洋食のテーブルマナー講座
１１月２０日（11：30～13：00）
火曜日 全１回 定員１６名 受講料3,200円

（25）簡単！うちごはん講座
１２月１日～１２月１５日（10：00～12：00）
土曜日 全３回 定員１０名 受講料2,500円

（26）家庭でできるお菓子講座
平成３１年１月１９日～３月９日（13：30～15：30）
土曜日 全３回 定員１０名 受講料2,500円

（27）脳トレ～おもしろ将棋入門講座
平成31年１月１９日～２月１６日（10：30～12：00）
土曜日 全５回 定員１０名 受講料800円
（28）家族に食べさせたい！“生きた”味噌づくり講座
平成３１年１月２６日（13：30～15：00）
土曜日 全１回 定員８名 受講料2,200円

（29）粘土でつくる飾り雛講座
平成３１年２月２日（13：30～15：30）
土曜日 全１回 定員１０名 受講料1,200円

（30）クラフトバンド講座
平成３１年２月２７日～３月２０日（13：30～15：30）
水曜日 全４回 定員１0名 受講料2,600円

語学講座
（１）おもてなし中国語講座
９月２８日～１２月７日（13：30～15：00）
金曜日 全８回 定員１０名 受講料1,200円

（２）旅行英会話講座
平成３１年１月１０日～２月２８日（18：30～20：00）
木曜日 全８回 定員１０名 受講料1,200円

認定・その他事業
（１）日本漢字能力検定
６月１７日(日）・平成３１年２月３日(日)（9：20～16：00）
（２）リブラーン作品展：平成３１年３月２６日～３月３１日

講 （１）夏川りみ滝川公演 9月 7日（金）19：00～
演 （２）リブラーン講演会 9月21日（金）18：00～19：30

入会について
■会員制をとっておりますので、所定の入会申込書に必要事項をご記
入の上、年会費を添えて事務局にお申し込み下さい。
■お住いの地域に拘らず、どなたでも入会できます。学生の方は、お
申し込みの際に学生証をご提示下さい。
■入会手続きが完了したら、会員証をお渡しいたします。会員証を紛
失した場合は、再発行手続きをお取り下さい。（手数料200円）

年会費について
個人会員
ファミリー会員

５,000円
お一人目は ５,000円
（お二人目から３,000円）※1

学生会員

３,000円 ※2

企業会員

５,000円（１口）※3

■年会費の期限は、４月から翌年３月までです。途中で入会されても
翌年３月までです。毎年、更新手続き（年会費の納入）が必要です。
■年会費の納入後は、いかなる場合もお返しいたしませんので、ご了
承下さい。
※１ ご家族での入会は、お二人目から2,000円の割引になります。
※２ 学生会員（小中学生は除く）は、2,000円の割引になります。
※３ 企業で入会されますと、その企業にお勤めの方がご利用できます。
同一講座を複数で受講する場合は、人数分の口数が必要です。

会員特典
■講座１回参加で１ポイントとし、６０ポイント貯まりますと記念品
を差し上げます。事業への参加も対象になりますが、事業ごとにポ
イントが異なりますので、事務局にお問い合わせ下さい。
■講演会・漢字検定試験などの事業への参加費用が割引になります。

講座について
■講座は複数受講が可能です。
先着順に受け付けし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

・NTT前 下車（徒歩10分）
・文化センター入口 下車（徒歩5分）
バス停
・開発局前 下車（徒歩5分）

お 問 い 合 わ せ

■開講してからの途中参加は、教材等の準備もある為、原則できませ
ん。

講座のお申し込み方法について
■地域みっちゃく情報誌「ＳＯＲＡ」に受付開始日を掲載いたします
ので、お電話または事務局にてお申し込み下さい。
■各講座には定員がございますので、受付開始後は、お早めにお申し
込み下さい。

〒073-0033

滝川市新町２丁目６番１号 滝川市中央児童センター２階
tel.0125-23-0294
fax.0125-23-0292
（受付時間／火～土９時～１７時 日・月・祝日休み）

受講料について

ＨＰ

■講座を受講する際は、各講座所定の受講料をお支払い下さい。
納入された受講料は、開講日の１週間前までにキャンセルのご連絡
がない場合はお返しいたしませんので、ご了承下さい。

blog http://blog.goo.ne.jp/livelearn_takikawa

■講座の受講をキャンセルする場合は、開講日の１週間前までに必ず
ご連絡下さい。ご連絡がない場合は、無届欠席扱いとなり、受講料
をお支払いしていただくことになります。

http://livelearn.sakura.ne.jp

livelearn@nifty.com

会員になると（年会費5,000円）
全ての講座・事業に
参加・申込みができます！

