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高田に関するクイズ

までたどり着くと

岩も見ました。これまた感動！昔話を肌で感じた時間となりました。

 小学校へ帰り、美味しいカレーをパクパク（＾

高田小学校に元気な声が響き渡る素敵な時間になりました。

 カレーを食べた後は、みんな

で『逃走中』をしました。今年

こそ、

いぞと一生懸命に隠れ、逃げ回

りました

ワクワクありの楽しい時間を過

ごしました。

 高田っ子ＯＢ（中学生、高校

生、大学生）のみんなもハンタ

ーとなり、一緒に盛り上げてく

れました。
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岩風呂神社で高田の歴史を感じたよ
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＆お花見会
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業生のお別れ、新入生の歓迎セレモニ

ーを行いました。どちらも微笑ましか

ったです。その後、玄翁和尚の昔話を

聞きました。玄翁和尚が岩を割った場

所が高田にあることにみんなビック

リ！そこで、みんなで行ってみよ

岩風呂神社に向かいました。
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雪あそびツアーでいっぱい泣いて、いっぱい笑ったよ！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 月 11 日（日・祝）に雪あそびツアーで「スノーパーク寒曳」へ、大人 19

人、子ども 22 人、合計 41 人で出発しました。行きのバスでは、自己紹介をし

たり、スキー場での目標などを話したり、上級生からなぞなぞ大会が行われた

りと、和気あいあいの雰囲気でした。スキー場に近づくにつれ、周りの景色が

だんだんと白一色になり、ワクワク。高田では見られない光景です。 

 スキー場に着いてみると、たくさんの人、人、人でした。レンタルを借りる

のもホントに一苦労でした。やっと外に出てスクールや去年のおさらいが始ま

りますが、スキーの板も言うことを聞いてくれず、だんだんと目に涙がたまり、

怒り爆発！涙爆発！ 

 ひとしきり泣き・・・それを乗り越えると、みんなビュンビュン滑れるよう

になりました！！レストラン内のバイキングの渋滞もなんのその！午後から

も終わりたくない気持ちを滑りに表 

してくれていました。 

 帰りのバスでは、恒例のビンゴ大

会、いろいろな景品があり、楽しい

ひと時でした。 

 「また、来年も来たい」と言って

くれた一言が嬉しかったです(^o^) 

 来年はもっともっと滑れるように

なるよ！ 



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。 

新規会員の方も大歓迎です！ 

 

日時 5 月 2０日(日)14 時～ 

場所 光源寺学校場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手づくり市へのご協力の

お願い 
5 月 6 日(日)に光源寺で『第

12 回えたじま手づくり市』が行わ

れます。今回も恒例の大豆うどん

とかき氷を予定しています。みな

さんの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！ 

  8：00 光源寺集合です 
     （途中からの参加もＯＫ） 

高田出身の西塔拓己くん(愛知製鋼)が 3月 18日に石川県能美

市で行われた第42回全日本競歩能美大会20㎞競歩で全体 6 位、

日本人 4 位で入賞しました！ 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 20 ㎞競歩で６位入賞！ 

みんなで高田のことを話そう夜 第 1 回 
この度、みんなで高田のことをワイワイと考え、ワイワイと話せる時間を

持ちたいと思い、大人だけの楽しい時間を創ろうと思います。ぜひ時間を調

整してもらいご参加いただければ嬉しいです。美味しいご飯を食べながらみ

んなで高田のことを話そうや～！！ 

 

日時 ４月 2８日(土)１９時～21 時 

場所 Ｓｈｉｒａｓｕｙａ ｅ‘ｓ （能美町中町） 

 



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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～いっしょに“高田”を盛り上げましょう！～
ＮＰＯ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

り!」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。
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気仙沼にも春が訪れました。東北の冬は厳しいだ

けに、みなさん春を待ち望んでいます。３月に気仙

沼市内では初めての自動車専用道路（高速道路のよ

うなもの）が

のが約１２分短縮されるそうです。この区間は通行

は無料ですが、工事に要した費用は２５５億円。

道路を作るのに

市内の開通は一部ですので

だまだお金がかかるようです。復興事業は終わりが

見えそうで見せません。

～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 30
みんなで高田のことを話そう夜みんなで高田のことを話そう夜みんなで高田のことを話そう夜みんなで高田のことを話そう夜

手づくり市手づくり市手づくり市手づくり市    

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

お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会((((仮称仮称仮称仮称

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

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    

絵馬づくり絵馬づくり絵馬づくり絵馬づくり    

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    

高田再発見ツアー高田再発見ツアー高田再発見ツアー高田再発見ツアー

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ました。東北の冬は厳しいだ

けに、みなさん春を待ち望んでいます。３月に気仙

沼市内では初めての自動車専用道路（高速道路のよ
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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。
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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ました。東北の冬は厳しいだ

けに、みなさん春を待ち望んでいます。３月に気仙

沼市内では初めての自動車専用道路（高速道路のよ

7.1km 開通しました。仙台に車で行く
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