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今年はオリンピックイヤー！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，１３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大下愛海さんに成人としての誓いのコメン

トをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大下さん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。 

昨年の競歩界は，世界記録が出たり，世界陸上でメ

ダル獲得と大きな話題や結果の出た年となりました。 

さて，今年はブラジルのリオデジャネイロでオリン

ピックが開催されます。 

日本の競歩は世界でもトップクラスの実力があり，

代表になるのもひと苦労ですが，代表になれるよう現

在はトレーニングを行っています。 

今年も日本の競歩界は活躍してたくさんの大きな

話題や結果をチーム日本全員で残していきたいと思

います！ 

応援よろしくお願いします！ 

 

大下愛海大下愛海大下愛海大下愛海さんさんさんさん    

 ２０歳になりました。これからもっといろんなことが自分次第になると思いま

す。責任を持って、決断していきたいと思います。また、当たり前のことを当た

り前に高いレベルでできる大人になりたいと思います。 

私は今，福岡の大学に通っています。たまに「実家に帰る」ようになって、ま

すます高田の良さを感じます。また帰ってきますね！ 

 

 1 月 10 日（日）能美運動公園で

江田島市消防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。 



 

 

この通信は，１・４・７・１０月に出します。今後も高田っ子倶楽部の活動を地域の皆さんにも知っていただける

ようにお伝えしていきます！なお，ホームページにも色々な情報を掲載していますのでご覧下さい。
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