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歩いて，楽しく高田再発見

    ４月５日に「高田再発見ウォーキング＆お花見会」

を行いました。天気が心配されましたが，開始時間

に近づくにつれて，天気も良くなり，無事開催する

ことができました。今回は，子ども会と共催として，

新１年生の歓迎会とあわせて実施したところ，小学

校の子ども

合わせて，総勢５８人の参加者で開催することがで

きました。

   初めに歓迎セレモニーとして，新６年生が司会を

行い，新１年生の自己紹介，歓迎の言葉，小学校６

～２年生の自己紹介を行いました。新１年生の自己

紹介をする姿は，

 その後，再発見ウォーキングとして，光泉寺へみ

んなで向かいました。光泉寺では，水島頼さんから

光泉寺の歴史

神社と光泉寺の神話などを話していただきました。

子どもたちもお父さん，お母さんも真剣に聞き入

り，高田の歴史を感じさせてもらいました。まさし

く高田の再発見でした。

      帰ってからは，小学生，中学生，高校生，大学生

のみんな

汗びっしょりになって遊びました。

    最後に
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 ２月１１日（祝）に北広島町大朝にあるスキ

ーパーク寒曳へ雪あそびに行きました。当日

参加申込

ができ，ホッとしました。

 朝６時３０分に高田桟橋へ集合し，みんなで

バスに乗って移動。バスの中では，６年生がレ

クを企画し，盛り上げてくれました。スキー場

に近づくにつれ，まわりに雪が・・・

路にはまったく

になって

感じでした。スキー場に到着すると，真っ白

積もった

ぎ！白銀の世界を楽しんでいました。スキー場

の積雪は１００㎝でした！

 記念撮影後，雪あそび，スキー，スノボ，ス

クール（スキー，スノボ）に分かれました。

雪あそび

大きな雪だるまを作ったり，思い思いに雪と遊

んでいました。

けながら，本当に一生懸命取り組んでいました。

基礎をしっかり習ったみんなは，どの子も滑れ

るようになりました。

 お昼は，寒曳

料理でおなかを満タンにしました。カレーにか

ら揚げ，カキフライ，焼きそばなどなど，大人

も子どもも満足させてもらいました。

 お昼からもみんないろいろなコースを何本も

滑りました。初めてスキーを習った人たち

初めはうまくいかなくても，１本滑り終えるこ

とができると，もう１本！もう１本！今度は競

争しょうやぁっ

し，上手に滑れるようになりました。

 楽しい

なけがなく，３時４０分に

ビンゴゲーム

小学校校歌を歌い雪あそびツアーを終了しました。

来年も２月
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ーパーク寒曳へ雪あそびに行きました。当日

申込者４２名が全員そろって参加すること

，ホッとしました。
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バスに乗って移動。バスの中では，６年生がレ

クを企画し，盛り上げてくれました。スキー場

に近づくにつれ，まわりに雪が・・・
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感じでした。スキー場に到着すると，真っ白

積もった雪山を見て，子どもたちは大はしゃ
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の積雪は１００㎝でした！
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い時間はあっという間に過ぎ，全員大き

なけがなく，３時４０分に

ビンゴゲームをして，豪華（？）景品をみんなゲットしました！最後に

小学校校歌を歌い雪あそびツアーを終了しました。
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