
◆行事が変更になることもありますので、ご了解ください。

５月１８日(金)の４時間目に、運動会に向けて、毎年恒
例の「港まつり音頭講習会」を行いました。講師はもちろ
ん木村勝美さんです。木村さんに指導していただく前に、
高学年の子どもたちが低学年に教える時間を設けました。
ある程度踊れるようになった段階で、木村さんに最終チェ
ックをしていただきました。一つ一つ丁寧に教えていただ
いたおかげで、だいぶ上手に踊れるようになりました。お
忙しい中、熱く指導してくださった木村さんに感謝です。
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