陶芸・山草盆栽 展

申込期間：４月１日㈮〜10日㈰

創作の家、各地域交流センターでは、創作教室の受講生を募集
します。受講希望のかたは、各施設へ直接申し込んでください。
なお、定員になり次第締め切りますので、ご注意ください。

■創作の家
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石田402−１
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■東予北地域交流センター
三芳997 0898−66−4185
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■西条東部地域交流センター
飯岡550

0897−55−3961
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１万２０００円︑一般は２
万４０００円

31૽ లˎغဟ

■申請期限 ５月 日㈫︵申
込者多数の場合は抽選︶

ງष̈́ࢇͅȁಎݭਘၭ৪చય

■申込先 丹原総合支所教育
委員会丹原分室社会教育係
︵内線２２５︶
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市民語学講座
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小松陶芸クラブ展︑山草盆
栽展を開催します︒小松陶芸
クラブの皆さんの陶芸作品と
小松町の山草会と盆栽会の皆
さんが丹精こめて育てた小さ
な鉢の草葉や盆栽を展示︒
■日時 ４月 日㈯・ 日㈰
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小松公民館
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■場所

0897−57−6061
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受講料：無料（材料費は個人負担）

■西条西部地域交流センター
氷見西新開59
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韓 国 語︑ 中 国 語 を 通 じ て︑
それぞれの文化も理解ができ
る楽しい講座です︒
韓国語
︵入
門・初級︶
︑中国語︵入門・初
級︶
︑各講座ともに定員 人︒
■期間 ５月〜９月
︵月２回︶

創作教室受講生募集
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■申込先 市庁舎本館企画課
国際交流係
︵内線２５２６︶
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４月の人材育成研修講座
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■新入社員研修講座
○エチケット・ビジネス
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４日㈪・５日㈫ ９時〜 時
○機械産業技能職

日㈮ ９時〜 時
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６日㈬〜８日㈮ ９時〜 時
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■パソコン研修講座
○パソコン基本操作

日㈭・

日㈮ ９時〜 時
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○ワード基本操作

日㈭・

︱６６︱１１１１︶
へ︒

■問合せ 各講座で受講料が
必要です︒詳しくは東予産
業創造センター︵ ０８９７
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■問合せ 小松公民館︵ ０８
９８ ７
―２ ２
―６３１︶

15 15

国際社会を考える講座

19 18

地域社会から国際社会まで

25 30

幅広く貢献のできる人材を育
成することを目的とした講座
です︒地球サイズの友情を築
き上げてきた松下文治先生を

代表講師に迎え︑英会話やマ
ナーを学習します︒
■期間 ６月〜３月︵ 回︶
時 分〜 時 分
時 分〜 時 分

■場所 佐伯記念館
丹原福祉センター
■ 対 象 者 小学生〜一般
︵学
年と年齢で６クラスに編成︶
■受講料 小・中・高校生は
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