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 高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの

ごごごご参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

特定非営利活動法人高田

明けましておめでとうございます
たな 1 年が始

高田のみんなをつなげていける

いします。

，第６号は

についてお知

高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの

参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

特定非営利活動法人高田っ子倶楽部

けましておめでとうございます
始まりました

のみんなをつなげていける

。 

は，高田とんど

知らせします

高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの

参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

子倶楽部 〒737-2303 

けましておめでとうございます
まりました。今年

のみんなをつなげていける

とんど祭り

らせします 

１１１１

つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高

田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。

とんどは，とんどは，とんどは，とんどは，

の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，

を元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごし

天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。

会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの

体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ

ってってってって竹馬竹馬竹馬竹馬

テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，

豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし

た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消

防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

ました。ました。ました。ました。

子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，

６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃

活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。

はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！

のののの６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに

行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温

かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。

高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの

参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

2303 広島県江田島市能美町高田

けましておめでとうございます
今年も高田

のみんなをつなげていける活動を

り，絵馬

高田とんど祭り開催！
１１１１月月月月 17171717 日日日日((((

つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高

田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。

とんどは，とんどは，とんどは，とんどは，

の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，

を元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごし

天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。

会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの

体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ

竹馬竹馬竹馬竹馬，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。

テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，

豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし

た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消

防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

ました。ました。ました。ました。    

子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，

６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃

活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。

はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！

６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに

行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温

かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。

高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの

参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

広島県江田島市能美町高田

けましておめでとうございます
高田っ子倶楽部

を展開していきます

絵馬づくり，

高田とんど祭り開催！
((((土土土土))))に自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さ

つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高

田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。

とんどは，とんどは，とんどは，とんどは，小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓

の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，

を元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごしを元気に過ごしましょうましょうましょうましょう

天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。

会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの

体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ

，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。

テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，テントでは，女性会，ＰＴＡによるぜんざい，

豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし豚汁がふるまわれ，心も体も温めてもらいまし

た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消た。点火後には，高田分団を通して，江田島消

防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，子どもたちは，開会前にアダプト活動として，

６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃６年生を中心にして高田小学校前の道路の清掃

活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。活動を行いました。みんなをリードする６年生みんなをリードする６年生みんなをリードする６年生みんなをリードする６年生

はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！はかっこよかったです！

６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに６年生の今年の決意表明が元気な声とともに

行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温行われました。聞いていただいたみなさんの温

かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。かい拍手にさらに思いを熱くしたと思います。

高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんの高田とんど祭りは，たくさんの皆さんのごごごご協力と地域の方々のたくさんの協力と地域の方々のたくさんの協力と地域の方々のたくさんの協力と地域の方々のたくさんの

参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい参加により，盛大に開催することができました。本当にありがとうござい

ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！ました。皆さん，今年も元気に過ごしていきましょう！！

広島県江田島市能美町高田 3093

第６号

けましておめでとうございます
子倶楽部は，高田

していきます

，手づくり

高田とんど祭り開催！
に自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さに自治会，老人会，女性会，さ

つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高つき太鼓，高田分団，ＰＴＡの協力を得て，高

田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。田とんど祭りを開催しました。

小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓小学校６年生の点火とさつき太鼓

の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，の勇壮な演奏により，高田の皆さんの今年一年高田の皆さんの今年一年高田の皆さんの今年一年高田の皆さんの今年一年

ましょうましょうましょうましょうという思いを乗せて，という思いを乗せて，という思いを乗せて，という思いを乗せて，

天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。天高く炎を巻き上げてくれました。

会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの会場では，自治会，老人会による昔の遊びの

体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ体験が行われ，子どもだけでなく，大人も交じ

，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。，コマ回しなどに夢中になりました。
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今年も引き続き，西塔君をみんなで応援していきましょう！！！ 

さて，今年は，高田地区から，11 名の高田っ子が成人されました。その中で高

田っ子倶楽部の準会員の中から２名の方に成人としての誓いのコメントをいた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お二人を含め成人された皆さんをお祝いするとともに，お一人お一人の今後の

ご活躍を心よりお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

私達が応援する西塔拓己君から新年のメッセージが届きました！ 
 

明けましておめでとうございます。 

東洋大学陸上競技部の西塔拓己です。 

昨年は，ご声援ありがとうございました。 

さて，近況ですが，先日行われました箱根駅伝をもって東洋大学陸上競技部を

引退しました。しかし，私自身 2 月 15 日に神戸での日本選手権があるので，

陸上競技部は引退したものの，日本選手権に向けて日々の練習を頑張っていま

す。 

今年は，新しく環境も変わり，愛知製鋼という実業団で競技をさせていただく

ことになりました。今年は，北京で世界選手権があり，2016 年のリオ五輪の選

考も始まっていきます。 

今年は，世界選手権での入賞を目標に頑張っていきますので，昨年同様ご声援

をよろしくお願いします。 

 

本崎健太さん 

 20 歳になり、自分も大人として見ら

れる立場になったのだと感じました。

しかし、「20 歳になったから」とか「大

人だから」などといったことにはこだ

わりません。自分に何が出来るのかと

いうことをきちんと考え、行動するこ

とを大切にしていきたいと思います。 

 

 

加島美桜さん 

 20 歳になり、社会的責任を負わなければ

ならない立場となりました。私はまだ学生

ですので、まずは学業に集中して取り組み、

将来にむけて学力をつけていこうと思って

います。責任ある行動を心がけ、子ども達

や地域の方々を支えていけるよう精進して

いきたいです。 

 

 1 月 11 日（日）大柿町柿浦で

出初式が行われました。13 名の

高田っ子が消防クラブ員として

参加し，これまでの消防クラブ

の伝統を引き継ぎ，堂々と行進

しました。 

今年も出初式に高田少年消防クラブが参加しました。 
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振る舞うことができました。最後には，心地よい疲れが残った一日でした。
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