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学校法人　藤井学園

香川県藤井高篭学校
〒763－0063　香川県丸亀市新涼町1－3－1

□普通科・商業科
TEL O877－22－2328㈹

FAX O877－58－2031㈹

http：／／WWW，fu申，ed，jp／

□普通科エリーカコ“ス言慧三；を
TEL O877－25－3139　　　　ご覧ください

FAX0877－23－2006

http：／／www，fujii，ed，jp／eureka／

篭

生徒氏名

ご参加を希望

される保護者

Ⅱ保護者対象Ⅱ13：30－三 種盲蹄拝聞憾鯖澗匡参加お待ちしています‥ 

（酸素ボックスにも入って体験していただけます）
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