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最後に、礼儀作法も教えていただきました。ＮＰＯのみなさん、ありがとうございました。

体育厚生部） 

期末テスト～２９日（土）（期末テスト最終日が土曜授業） 

体育厚生部主催の「らくらく

約４０人が１時間程度、講師先生（杉町恵美子

先生）を中心に、程良く、汗をかきました。日頃の運動不足、少しは解消で

和装教育国民会議の方をお招きして、２年生を対象にし

丁寧に教えていただ

先生も途中から飛び入り参加し、浴衣を着せてもらっていました。大変よく似合っ

最後に、礼儀作法も教えていただきました。ＮＰＯのみなさん、ありがとうございました。

和装教育国民会議の方をお招きして、２年生を対象にし

いただ

よく似合っ

最後に、礼儀作法も教えていただきました。ＮＰＯのみなさん、ありがとうございました。 


