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15日間

四人マス席ご案内

式守勘太夫がお届け致します
髙田川部屋ホームページでは
場所期間中、全力士の星取表と
ブログを毎日更新いたします。
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髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

平成２１年秋より力士たちは新しい髙田川部屋で稽古を積み重ねております。
これもひとえに皆々様方のご支援・ご
厚情の賜物と感謝しております。
改めて御礼申し上げます。
この度、
新生・髙田川部屋の後援会を発足させていただ
くことになりましたので、
ご案内させていただきます。
皆々様、
広く会員のご紹介を賜りますよう、
お願い申し上げます。
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言いたい︒

大 雷 童が復 活しつつある︒ 十二分に賞賛に値する記録と
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チケット好評発売中

髙田川部屋後援会事務局

感謝の意を表しました︒

お問い合わせ／行司 式守勘太夫

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成26年 1月 12日より 15日間

大相撲一月場所
大相撲三月場所
大相撲五月場所

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

四人マス席ご案内

会場は髙田川部屋にて（会費制）

髙田川部屋千秋楽祝賀会

2013年 12月24日
本来の動きに戻りつつある大雷童。稽古にも熱が入る。
十両に再昇進する日も近い。

平成26年 1月 26日（日）午後6時開宴
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