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お手伝いいただいた方々，ありがとうございました。

 

高田小学校で行うアダプト活動への

などの公共施設の

高田っ子倶楽部では、高田小学校と保育園を中心に敷地内及び

周辺の環境整備を行っています。今年は、お祭りもあります。

子どもたちといっしょにみんなで高田をきれいにしましょう！

今年度の総会を実施しました。

昨年度の事業報告，決算報告，今年度の事業計画，予算案を議案として審議し

ました。どの議案も信任を得て，今年度の高田っ子倶楽部のスタートを切ること

並びに残念ながら出席できなかった皆様

今年度もすべての会員の力を合わせて高田の子どもたちを中心にして，我々のふ

るさとである高田を盛り上げる活動を行っていきましょう

真道山森林公園にて，１泊２日の高田っ子キ

ャンプを行います。バーベキューにキャンプファイヤー，バウムクーヘン作

り・・・その他楽しいこと盛りだくさん！夏休みの楽しい思い出を作りましょ

円。高田っ子倶楽部会員は大人

円です。（申込時に会員になることも可能です。）

今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を地域の地域の地域の地域の

なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，

好天に恵まれ，今回もたくさんの人でにぎわった手づ

くり市。高田っ子倶楽部は大豆うどん・梅ジュース・か

き氷に加えて，今回は手芸部の手作り財布・ポーチも販

売しました。また，暑かったので急きょ“冷し大豆うど

ん”も登場し，行列ができるほどでした。大好評のうち

に予定よりずいぶん早く完売となってしまいました。

お手伝いいただいた方々，ありがとうございました。

高田小学校で行うアダプト活動への

などの公共施設の

中心に敷地内及び

周辺の環境整備を行っています。今年は、お祭りもあります。

子どもたちといっしょにみんなで高田をきれいにしましょう！

今年度の総会を実施しました。

昨年度の事業報告，決算報告，今年度の事業計画，予算案を議案として審議し

ました。どの議案も信任を得て，今年度の高田っ子倶楽部のスタートを切ること

残念ながら出席できなかった皆様

今年度もすべての会員の力を合わせて高田の子どもたちを中心にして，我々のふ

るさとである高田を盛り上げる活動を行っていきましょう。 

真道山森林公園にて，１泊２日の高田っ子キ

ャンプを行います。バーベキューにキャンプファイヤー，バウムクーヘン作

り・・・その他楽しいこと盛りだくさん！夏休みの楽しい思い出を作りましょ

円。高田っ子倶楽部会員は大人

円です。（申込時に会員になることも可能です。）

今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を今後も高田っ子倶楽部の活動を地域の地域の地域の地域の皆さんに皆さんに皆さんに皆さんに

なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，

好天に恵まれ，今回もたくさんの人でにぎわった手づ

くり市。高田っ子倶楽部は大豆うどん・梅ジュース・か

き氷に加えて，今回は手芸部の手作り財布・ポーチも販

売しました。また，暑かったので急きょ“冷し大豆うど

ん”も登場し，行列ができるほどでした。大好評のうち

に予定よりずいぶん早く完売となってしまいました。

お手伝いいただいた方々，ありがとうございました。

高田小学校で行うアダプト活動への

などの公共施設の美

中心に敷地内及び

周辺の環境整備を行っています。今年は、お祭りもあります。 

子どもたちといっしょにみんなで高田をきれいにしましょう！ 

今年度の総会を実施しました。 

昨年度の事業報告，決算報告，今年度の事業計画，予算案を議案として審議し

ました。どの議案も信任を得て，今年度の高田っ子倶楽部のスタートを切ること

残念ながら出席できなかった皆様

今年度もすべての会員の力を合わせて高田の子どもたちを中心にして，我々のふ

 

真道山森林公園にて，１泊２日の高田っ子キ

ャンプを行います。バーベキューにキャンプファイヤー，バウムクーヘン作

り・・・その他楽しいこと盛りだくさん！夏休みの楽しい思い出を作りましょ

円。高田っ子倶楽部会員は大人

円です。（申込時に会員になることも可能です。） 

皆さんに皆さんに皆さんに皆さんにもももも知って知って知って知って

なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，

好天に恵まれ，今回もたくさんの人でにぎわった手づ

くり市。高田っ子倶楽部は大豆うどん・梅ジュース・か

き氷に加えて，今回は手芸部の手作り財布・ポーチも販

売しました。また，暑かったので急きょ“冷し大豆うど

ん”も登場し，行列ができるほどでした。大好評のうち

に予定よりずいぶん早く完売となってしまいました。 

お手伝いいただいた方々，ありがとうございました。 

昨年度の事業報告，決算報告，今年度の事業計画，予算案を議案として審議し

ました。どの議案も信任を得て，今年度の高田っ子倶楽部のスタートを切ること

残念ながら出席できなかった皆様

今年度もすべての会員の力を合わせて高田の子どもたちを中心にして，我々のふ

真道山森林公園にて，１泊２日の高田っ子キ

ャンプを行います。バーベキューにキャンプファイヤー，バウムクーヘン作

り・・・その他楽しいこと盛りだくさん！夏休みの楽しい思い出を作りましょ

円。高田っ子倶楽部会員は大人 1,000

知って知って知って知って

なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，なお，ホームページにもいろいろな情報を掲載していますので，

昨年度の事業報告，決算報告，今年度の事業計画，予算案を議案として審議し

ました。どの議案も信任を得て，今年度の高田っ子倶楽部のスタートを切ること

残念ながら出席できなかった皆様，

今年度もすべての会員の力を合わせて高田の子どもたちを中心にして，我々のふ

真道山森林公園にて，１泊２日の高田っ子キ

ャンプを行います。バーベキューにキャンプファイヤー，バウムクーヘン作

り・・・その他楽しいこと盛りだくさん！夏休みの楽しい思い出を作りましょ

000


