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最強寒波最強寒波最強寒波最強寒波

太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，

ました。ました。ました。ました。

寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽

行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだ

わわわわとびとびとびとびなどなどなどなど

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。

テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会

も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。

とんどは，とんどは，とんどは，とんどは，

高田の皆さんの高田の皆さんの高田の皆さんの高田の皆さんの

くれました。くれました。くれました。くれました。

その後その後その後その後

田島警察高田田島警察高田田島警察高田田島警察高田

寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

見見見見に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，

この伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていた

だきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさ

んいただきました。んいただきました。んいただきました。んいただきました。

の皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けら

れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，

後とも後とも後とも後ともよろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！

特定非営利活動法人高田

のみなさん

きましょう！高田

げていける活動を

，第１４号

について報告

最強寒波最強寒波最強寒波最強寒波のののの到来となった到来となった到来となった到来となった

太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，

ました。ました。ました。ました。    

寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽

行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだ

などなどなどなどで遊びましたで遊びましたで遊びましたで遊びました

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。

テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会

も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。

とんどは，とんどは，とんどは，とんどは，さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏

高田の皆さんの高田の皆さんの高田の皆さんの高田の皆さんの健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の

くれました。くれました。くれました。くれました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。

その後その後その後その後，，，，江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

田島警察高田田島警察高田田島警察高田田島警察高田駐在駐在駐在駐在

寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，

この伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていた

だきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさ

んいただきました。んいただきました。んいただきました。んいただきました。

の皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けら

れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，

よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！

特定非営利活動法人高田っ子倶楽部

酉の
みなさん、今年も

高田っ子倶楽部

を今年も展開

号は，高田

報告いたします

高田とんど祭り開催！

到来となった到来となった到来となった到来となった

太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，太鼓，高田分団，高田駐在，高田駐在，高田駐在，高田駐在，

寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽寒いながらも陽がががが射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が

行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだ行われ，子どもだけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じって

で遊びましたで遊びましたで遊びましたで遊びました。。。。

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。

テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会テントでは，女性会・・・・ＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによ

も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。も温めてもらいました。    

さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏

健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の

炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。

江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

駐在駐在駐在駐在所所所所から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。

寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，

この伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていた

だきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさ

んいただきました。んいただきました。んいただきました。んいただきました。これからもこれからもこれからもこれからも

の皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けら

れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，

よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！

子倶楽部 〒737-2303 

の年の
も幸運をたくさん

子倶楽部は，高田

展開していきます

高田とんど祭

します。 

高田とんど祭り開催！

到来となった到来となった到来となった到来となった 1111 月月月月 11114444

高田駐在，高田駐在，高田駐在，高田駐在，ＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催し

射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が

けでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じって

。。。。高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。

ＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによ

    

さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏

健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の

炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。

江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。

寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    

に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，

この伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていた

だきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさ

これからもこれからもこれからもこれからも地域地域地域地域

の皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けら

れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，

よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！よろしくお願いします！    

2303 広島県江田島市能美町高田

の始まりです
たくさん

高田っ子

していきます！

祭り，絵馬

高田とんど祭り開催！

4444 日日日日((((土土土土))))に自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつき

ＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催し

射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が

けでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じって

高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。

ＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによＰＴＡによるぜんざい，豚汁がふるまわれ，心も体るぜんざい，豚汁がふるまわれ，心も体るぜんざい，豚汁がふるまわれ，心も体るぜんざい，豚汁がふるまわれ，心も体

さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏さつき太鼓の勇壮な演奏と，と，と，と，

健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の健康・家内安全等々の思い思い思い思い

炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。炎が落ち着くと，お楽しみのマシュマロを焼いて食べました。

江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い江田島消防署の協力で，防災のお話，消火器体験を行い

から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。から防犯のお話もしていただきました。

寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，寒い中たくさんの人に来ていただき，    

に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，に来ていただいたみなさんから，    

この伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていたこの伝統をしっかりとつなげていた    

だきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさだきたいというメッセージをたくさ    

地域地域地域地域    

の皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けらの皆さんと共に地域に元気を届けら    

れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，れる行事を続けていきますので，今今今今    

広島県江田島市能美町高田

第

まりです
たくさんトリこんで

子を中心に

！昨年同様

絵馬づくり

高田とんど祭り開催！

に自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつきに自治会，老人会，女性会，さつき

ＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催しＰＴＡの協力を得て，高田とんど祭りを開催し

射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が射し，会場では自治会，老人会による昔の遊びの体験が

けでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じってけでなく，大人も交じって竹馬竹馬竹馬竹馬，，，，

高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が高田の子ども達が年齢関係なく一緒に年齢関係なく一緒に年齢関係なく一緒に年齢関係なく一緒に

に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。に遊ぶ姿が、何より地域を元気づけると感じる場面でした。
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気仙沼市立大島小学校から、子どもたちの写真と共にお礼の手紙が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 絵馬づくり 

 昨年 11 月 26 日，高田公民館で酉年の絵馬づくりを実

施しました。あらかじめ作ってもらったパーツを台紙の上

に貼り付けながら、作成しました。同じパーツですが、子

どもたちが作ると色トリドリの表情を見せ、それぞれ個性

的な絵馬ができあがりました。絵馬の裏には今年の目標を

書いて飾りましょう！ 

昨年より早めの日程でしたが，たくさん参加していただ

き，みなさんの協力で，今回も作った絵馬の中から 60 個

を気仙沼市立大島小学校の児童の皆さんへ贈ることがで

きました。宅急便ではなく、東北に出張中の古居さんが直

接学校へ持って行き、手渡しすることができました。 

謹啓 

 師走の候、貴殿におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また、本校の教育

に対しましては、日頃格別の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、今年も子どもたちが楽しみにしている干支の絵馬をいただき、真にありがとうございます。子ども

たちはかわいい鳥の絵馬を喜々として持ち帰りました。同封の写真は、各学年でいただいた絵馬を手

に記念写真を撮ったものです。年末に子どもたちも年越しを実感するようになってきました。改めて感謝

申し上げます。 

 当校今年度は、５４名とだんだん少なくなってきておりますが、子どもたちは、放課後は、まるで兄弟

姉妹のように分け隔てなく、仲良く遊んでおります。仮設住宅に住む子どもは、１名となり、その子も来

年の３月には、島内に家を建て引っ越す予定です。まだまだ島内には、護岸工事等の復興関連工

事が目白押しで、毎朝フェリーから、トラックや重機が行き交っております。子どもたちの交通安全に

細心の注意を払っているところです。 

  来年の３月には、島民の悲願であった架橋工事が、橋桁を１日で設置するというクライマックスを迎

えます。橋桁が設置される瞬間を、子どもたちと職員全員亀山から見学しようと楽しみにしています。 

  私たち職員一同、いただいた御厚意を糧にして、子どもたちの健やかな成長のために一生懸命努

力する所存です。 

   どうか今後とも御指導を賜りますようお願い申し上げます。 

   書面にて失礼とは存じますが、御礼のことばとさせていただきます。寒さの厳しくなる季節です。お体

くれぐれもご自愛ください 

謹言     

平成 2８年 12 月 20 日  

気仙沼市立大島小学校 校長 大西 守 
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