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樹齢３５０年！高田の大先輩に会いに行ったよ！
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今年の雪あそびツアーも雪を満喫！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 月 11 日（土・祝）に雪あそびツアーを「やわたハイランド 191 リゾート」

で開催しました！出発時は高田は穏やかな朝でしたが、スキー場に近づくにつ

れ、見る見るうちに大雪になりました。これには、高田っ子もビックリ！高田

では見られない雪国の光景にワクワクドキドキの表情でした。 

 大雪とそれによる渋滞の関係でなかなか目的地に近づけない中、子どもたち

は休憩場所で雪とたわむれたり、バスでレクをしたりと一つ一つの時間を楽し

んでいました。 

 スキー場に到着したのは、お昼を過ぎた頃でした。みんなで手分けして急い

でリフト券購入や着替え、スキー板などの装着の準備をしました。スクールに

参加した子どもたちは、しっかりと基本的なことを教えてもらいました。スキ

ー・スノボができる子どもたちはゲレンデをバンバンすべっていました。時間

は予定よりも短くなってしまいましたが、スキー、スノーボード、そり遊びを

満喫していました。来年はもっと楽しもうね！ 

今年も江田島路を快走！ 

 2 月 19 日（日）第 40 回江田島市駅

伝に、今年も TeamTAKATA として出場

しました。 

今回は、受験真っ只中の中学 3 年生

が協力してくれてチームをつくるこ

とができました。結果は、江田島市内

男子の部 11 位(28 チーム中)でした。 

 1111 区区区区    岡田健瑠くん岡田健瑠くん岡田健瑠くん岡田健瑠くん    2222 区区区区    本﨑修太くん本﨑修太くん本﨑修太くん本﨑修太くん    3333 区区区区    濵濵濵濵先先先先勇哉くん勇哉くん勇哉くん勇哉くん        

4444 区区区区    吉武吉武吉武吉武    徹さん徹さん徹さん徹さん    5555 区区区区    小蔦道雄さん小蔦道雄さん小蔦道雄さん小蔦道雄さん    6666 区区区区    下井田裕二さん下井田裕二さん下井田裕二さん下井田裕二さん    

7777 区区区区    海谷瑞之くん海谷瑞之くん海谷瑞之くん海谷瑞之くん    補員補員補員補員    江藤義弘さん江藤義弘さん江藤義弘さん江藤義弘さん    

～みなさん熱い声援ありがとうございました！～ 



高田っ子倶楽部総会の案内 

会員の皆さんへ連絡です。 

今年度の総会並びに茶話会を次の日

時で行います。 

昨年度の決算報告や今年度の事業案

等を協議します。 

つきましては、会報配布担当者が出欠

席の確認を行います。やむを得ず欠席さ

れる場合には委任状の提出をお願いし

ます。また、併せて年会費の徴収も行い

ますので、よろしくお願いします。 

 

日時 5 月 14 日(日)15 時～ 

場所 高田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊田さんからお礼のお手紙が届きま

した！ 

 3 月に高田に来られた菊田榮四郎さんからお礼

のお手紙が届きました。 

 お土産に届けた牡蠣も喜んでくださって嬉し

い限りです。これからも東北の皆さんに思いを寄

せながら、高田っ子倶楽部ができることを取り組

んでいけたらと思っています。 

大島小学校との絵馬の交流も続けたいと思い

ます。 

手づくり市へのご協力の

お願い 
4 月 30 日(日)に光源寺で『第 10

回えたじま手づくり市』が行われ

ます。今回も大豆うどんとかき氷

を販売します。ついては、スタッ

フとしてのご協力をお願いし

ます。会員の方はもとより会員で

ない方はこの機会にぜひ一緒にワ

イワイ言いながら活動してみませ

んか？ 

 仲間と共に楽しい時間を過ごし

ましょう！ 

高田出身の西塔拓己くん(愛知製鋼)が 4月 15日に石川県で行

われた第 56回全日本競歩輪島大会 10㎞競歩で優勝しました！ 

遠く離れた愛知県で2020年東京五輪に向けてしっかり準備して

いる拓ちゃん。ぜひ、高田っ子倶楽部からもエールを送り続け

ていこうと思っています！高田の皆さんも一緒に拓ちゃんを応

援していきましょう！頑張れ拓ちゃん！！ 

西塔拓己くん 全日本大会 10 ㎞競歩優勝！！
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桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

べに来ていました。

 

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

年の春に呉市

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

きれいです。大島の人口は約

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。
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アダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプ

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

文化体験事業文化体験事業文化体験事業文化体験事業((((仮称仮称仮称仮称

手づくり市手づくり市手づくり市手づくり市    

絵馬づくり・第絵馬づくり・第絵馬づくり・第絵馬づくり・第 3333

とんど祭りとんど祭りとんど祭りとんど祭り    

雪あそびツアー雪あそびツアー雪あそびツアー雪あそびツアー    

高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第

会費について

 

(個人・団体

収入を得ていない青少年

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。

本部：☎

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。

 

気仙沼にも春が訪れています。朝晩は冷えますが、

桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

べに来ていました。

 ３月末には大島に橋が架かりました。とは言って

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

年の春に呉市

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

きれいです。大島の人口は約

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。

～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～
法人高田っ子倶楽部は「輝いている子どもたちとともにつくるまちづく

」をテーマとして、子どもたちに体験と交流の場を提供しています。

○●○平成２９年度活動予定○●○

高田っ子倶楽部総会高田っ子倶楽部総会高田っ子倶楽部総会高田っ子倶楽部総会    

仮称仮称仮称仮称))))・第・第・第・第 1111 回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

アダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプアダプト活動・キャンプ    

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア    

仮称仮称仮称仮称))))        

3333 回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

    

高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第高田再発見ツアー・第 4444 回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

会費について

個人・団体) 

収入を得ていない青少年) 

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。

本部：☎0823-45

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。

気仙沼にも春が訪れています。朝晩は冷えますが、

桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

べに来ていました。 

３月末には大島に橋が架かりました。とは言って

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

年の春に呉市に架かった第二音戸大橋と同じタイプ

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

きれいです。大島の人口は約

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。

～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～
法人高田っ子倶楽部は「輝いている子どもたちとともにつくるまちづく

」をテーマとして、子どもたちに体験と交流の場を提供しています。

○●○平成２９年度活動予定○●○

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア    

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア

会費について 

入会金入会金入会金入会金    

1,000 円 

 0 円 

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。

45-2422 

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。

気仙沼にも春が訪れています。朝晩は冷えますが、

桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

３月末には大島に橋が架かりました。とは言って

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

に架かった第二音戸大橋と同じタイプ

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

きれいです。大島の人口は約 3,000

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。

～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～
法人高田っ子倶楽部は「輝いている子どもたちとともにつくるまちづく

」をテーマとして、子どもたちに体験と交流の場を提供しています。

○●○平成２９年度活動予定○●○ 

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア    

    

回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア回高田ヒストリア    

    年会費年会費年会費年会費    

 1,000 円

 0 円

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。

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。

気仙沼にも春が訪れています。朝晩は冷えますが、

桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

３月末には大島に橋が架かりました。とは言って

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

に架かった第二音戸大橋と同じタイプ

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

3,000 人、橋がかかる

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。

～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～
法人高田っ子倶楽部は「輝いている子どもたちとともにつくるまちづく

」をテーマとして、子どもたちに体験と交流の場を提供しています。

    

円 

円 

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。

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。 

気仙沼にも春が訪れています。朝晩は冷えますが、

桜も咲き始め賑やかになってきました。動物たちも

春を感じているのでいるのでしょうか。お昼休みに

建物の外に出ると野生のカモシカが芽吹いた草を食

３月末には大島に橋が架かりました。とは言って

も、一般の人たちが渡れるのは１年後くらいだそう

です。覚えている人もいると思いますが、平成２３

に架かった第二音戸大橋と同じタイプ

の橋です。大島の橋と音戸の橋は同じ規模の姉妹橋

ですね。専門的には、ニールセンローゼ構造のアー

チ橋と言います。海の上にかかるアーチが、とても

人、橋がかかる

ことによって島は、どう変わっていくのでしょうか。 

（古居） 

～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～ 
法人高田っ子倶楽部は「輝いている子どもたちとともにつくるまちづく

」をテーマとして、子どもたちに体験と交流の場を提供しています。 

も随時受け付けております。お問い合わせは本部まで。 

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

 

 


