201９年２月22日 ＜２＞

夕食交流会

夕食交流会もワークショップの
チーム単位で交流しながら食事し
ました。チーム名も決めて、文字
並べ替えゲームにもチャレンジし
ました。
また、恒例となった「お名前ビ
ンゴ」では、それぞれ今年の目標
について対話し、参加者みんなで
楽しむことができました。
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