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東 明 館 中 学 校・高 等 学 校 

アイが大きい町で  君と世界のつながりを  多様な学びから探求する 

新 し い 学 び は 、 こ こ か ら 始 ま る  

tomeikan 検索 

東明館中学校・高等学校 
地区説明会・懇話会 2018 

6/29(金) 博多 説明会 

【JR博多シティ】 
 

6/30(土) 弥生が丘 説明会 

【弥生が丘まちづくり推進センター】 
 

6/30(土) 久留米 説明会 

【久留米シティプラザ】 
 

7/7(土) 希みが丘 懇話会 

【希みが丘公民館】 
 

7/7(土) 志免 説明会 

【生涯学習２号館】 
 

7/10(火) 甘木 懇話会 

【甘木地域センター】 
 

7/24(火) 美しが丘 懇話会 

【美しが丘南公民館】 
 

7/25(水) 田代 懇話会 

【田代まちづくり推進センター分館】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/26(木) 櫛原 懇話会 

【篠山コミュニティセンター】 
 

7/27(金) 美鈴が丘 懇話会 

【美鈴が丘公民館】 
 

7/28(土) 佐世保 説明会 

【佐世保市民文化ホール】 
 

7/28(土) 飯塚 説明会 

【飯塚コミュニティセンター】 
 

7/28(土) 春日 説明会 

【大野城まどかぴあ】 
 

7/30(月) 三国 懇話会 

【ふれあい館三国】 
 

8/4(土) 筑後 説明会 

【筑後商工会議所】 
 

8/4(土) 日田 説明会 

【咸宜公民館】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/25(土) 平戸 説明会 

【平戸市未来創造館（予定）】 
 

8/25(土) 大牟田 説明会 

【大牟田文化会館】 
 

8/26(日) 天神 説明会 

【アクロス福岡】 
 

9/1(土) 久留米 説明会 

【久留米商工会議所】 
 

9/1(土) 甘木 説明会 

【甘木地域センター】 
 

9/1(土) 佐賀市 説明会 

【メイトプラザ佐賀】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・説明会は５０分程度を予定しています。 
・懇話会は本校の校長（一部、教頭）が 
 担当します。東明館について、お気軽 
 にご相談ください。 ※申し込み方法や開始時間等の詳細は、裏面に記載しています。 

全２２会場で開催 
 



スマートフォン・ＰＣでのお申込み方法 
http://www.tomeikan.ed.jp にアクセスしてください。 
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 ＦＡＸでのお申込み方法 
下記の参加申込書にご記入の上、本紙を送信してください。 
ＦＡＸ：０９４２－９２－５７６９            入試広報担当：桑原 

東明館中学校・高等学校 地区説明会・懇話会 ＦＡＸ参加申込書 

児童・生徒 
氏名 

 ふりがな 

保護者 
氏名 

 ふりがな 

    

電話番号   

 参加を希望される説
明会・懇話会の番号
をご記入ください。 

在籍学校名           立         
学年 

小学校 
 
中学校 

当日は、開始時刻の１０分前から受付を開始します。 
平戸説明会の（予定）については、会場の変更の可能性があります。お手数ですが、東明館webサイトでご確認ください。 

番号 日 程 開始時間 説明会 会 場 

1 6/29（金） 
中学 18:30 
高校 19:30 

博多説明会 ＪＲ博多シティ会議室 10Ｆ大会議室Ｄ 

2 6/30（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

弥生が丘地区説明会 弥生が丘まちづくり推進センター 集会場 

3 6/30（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

久留米説明会 久留米シティプラザ 中会議室 

4 7/7（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

志免地区説明会 生涯学習2号館 第2会議室 

5 7/28（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

佐世保説明会 佐世保市民文化ホール Ａ会議室 

6 7/28（土） 
中学 10:00 
高校 11:00 

飯塚説明会 飯塚コミュニティセンター 学習室202 

7 7/28（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

春日説明会 大野城まどかぴあ 202会議室 

8 8/4（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

筑後説明会 筑後商工会議所 中ホール 

9 8/4（土） 
中学 10:00 
高校 11:00 

日田説明会 咸宜公民館 学習室1 

10 8/25（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

平戸説明会 平戸市未来創造館（予定） 北部公民館会議室Ｃ 

11 8/25（土） 
 中学 10:00 
 高校 11:00 

大牟田説明会 大牟田文化会館 第2会議室 

12 8/26（日） 
 中学   9:30 
 高校 10:30 

天神説明会 アクロス福岡 606会議室 

13 9/1（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

久留米説明会 久留米商工会議所 5ＦＡホール 

14 9/1（土） 
中学 10:00 
高校 11:00 

甘木説明会 甘木地域センター 研修室A 

15 9/1（土） 
中学   9:30 
高校 10:30 

佐賀市説明会 メイトプラザ佐賀 1Ｆ多目的室 

番号 日 程 開始時間 懇話会 会 場 

16 7/7（土） 13:30 希みが丘懇話会 希みが丘公民館 会議室1 

17 7/10（火） 13:30 甘木懇話会 甘木地域センター 研修室Ｃ 

18 7/24（火） 13:30 美しが丘懇話会 美しが丘南公民館 学習室1 

19 7/25（水） 13:30 田代懇話会 田代まちづくり推進センター分館 研修室 

20 7/26（木） 13:30 櫛原懇話会 篠山コミュニティセンター 2Ｆ第2会議室 

21 7/27（金） 13:30 美鈴が丘懇話会 美鈴が丘公民館 第2会議室 

22 7/30（月） 13:30 三国懇話会 ふれあい館三国 学習室1 

説明会一覧表 

懇話会一覧表 


	2018中学校高校地区説明会・懇話会チラシ（表面）.pdf
	2018中学校高校地区説明会・懇話会チラシ（裏面）.pdf

