消防団員募集中II
地域の皆様は、あなたの力を必要としています！
・．．序醸しますり消防団
消防団協力事業所の第1号として認定された㈱大井川
電機製作所（川根町家山）へ訪問し、取締役総務部長の
西野睦さん、総務部課長代理の中村貴之さんにお話し
をお聞きしました。
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蘇

型等

〇台牡顧凝隠管
自動車用小型電球（テールランプ等）芦
を製造しています。
j
従業員は149名で、うち14名が消防
団（島田市7名、川根本町7名）に在籍
しています。

［コ

島田市消防団ラッパ隊は各分団から選出された団員36名
で活動しています。
主な活動は出初式、成人式での演奏となり、週1回の練習
を行っています。
経験者が少なく、音が出るまで悪戦苦闘する団員もいま
すが、今は8月の志太支部操法大会での演奏に向け、練習
に励んでいます。

平成二十五年四月十四日︵日︶島田
市消防団入団式がプラザおおるりに
て挙行され︑三十七名の新団員が誕生
しました︒

製造工程の中で火を取扱うので、火災には細心の注意を払って
います。年に何回か訓練を実施し、消火設備の取り扱い等を
従業員に指導しています。

昭和49年の七夕豪雨で会社の裏山が崩れ大量の土砂が流入
し、機械設備等に大きな損害が出ました。会社の30年史に記録
として残っています。
東日本大震災では、福島県（いわき市）に製品の材料工場があっ
たため、震災の影響で材料が届かなくなり、会社の稼動に影響
が出ました。

「音、吹奏楽部だった」「初心者だけど演奏してみたい」
など、消防団ラッパ隊に興味がある方！大歓迎日
素人軍団ですが、ラッパにかける思いは熱いです＝
r￣一一一、

l会社として消防団活動に対する取組みは？

密二子嚢麺

地域密着型の会社で、従業員の多くは地元の人間のため、火災
等が発生した場合には、いち早く現場へ駆けつけられるよう、
会社もバックアップしています。

○栄転固《固勤陰対す覇謳待瞳曾
近年では火災ばかりでなく捜索などもあり、活動も多様化して
いて大変だが、団活動はもとより、様々な面で地域のために貢献
し、地域で活躍してもらいたい。

どこかで火事かなウ
近くで消防自動車のサイレンが聞こえた！どこで火事？

西野さんは旧川根町消防団のOBであり、今は長男が現役団
員（16分団）として活躍しています。そのため消防団に対する
期待は大きかったです＝
西野さん、中村さんご協力ありがとうございました。

広報委員長

︵第一二方面隊長︶

藤原 達郎

号の広報誌の発行となり

島田市消防団として第2

ました︒

市民の皆様には︑この広報

誌で消防団の活動内容が

少しでも伝わればと思っ

ております︒

まだ手探り状態での編集

ですが︑年2回の発行を

目標に今後も進めて行き

これからも消防団への︑ご

ます︒

支援︑ご協力をよろしく

お願いします︒

終わりに︑発行にあたり

広報重昂をはじめ︑ご協力

を頂きました方々に心

鳥目‥刷附刊J八田拍→臼

︻編集後記︼

諾芸覧署周回・醐醐
よりお礼申し上げ丑守り

発行／島田市消防団
問合せ先／島田市役所防災課℡36−7212

Ql 入 団 の 決 め 手 は 何 で す か ？

元々消防団というかボランティアに卿味があったの

ですが︑入団のきっかけが分からすにいたところ︑椚

防団広報誌を偶然見つけ﹁これだ！﹂と恩いましたt
I

02 ど う し て 入 団 し よ う と 思 っ た の で す か ？

まじめとは言いにくい学生生活を送っていたので⁝﹁佃

かしたい！﹂という思いがあり︑特に消防団活動に脚

入団後︑数ヶ月が経っていますが
消防団はどうですか？

味がありました︒

03

入団してすぐに規律訓練が始まり︑最初はごしんなは
ずじゃなかった﹂と戸惑いもありました︒今は渦2回
の練習を通して諸先輩方と仲良くしてもらい︑栂回お
いしいコーラを頂いてます︒

mD職業は？

会社員です︒消防団活動で帰宅が遅くなうても︑毎軸
5時に起きて通勤してます︒

田趣味は？

﹁園芸﹂です！あとはバイクかな

高校のときの経験を生かして⁝

仕事を持ちながら、昼夜を問わず
活動していただき、誠にありがと
うございます。
市民の「安心・安全」は消防団
の活躍により守られています。
市としても、今後起こりうる東
海地震を始めとした大規模地震
に備え、防災力を強化するととも
に、消防団資機材の配備につい
ても行ってまいります。
「消防団は地域の力！期待して
います。」

新入団員を代表して第四方面隊
小玉団員︵川根町家山︶に辞令が交付
され︑大石団長から﹁先輩団員を
見習い︑いち早く消防団活動に慣れ︑
地域の安心・安全を守る即戦力に
なってくれることを期待していま
す﹂と激励の言葉をいただきました︒

先輩団員と規律訓練に励む加藤団員（左から3番目）

その新入団員の中に︑本年一月に
島田市消防団が発行した広報誌
︵創刊号︶を見て入団を決めた加藤将
司君︵二分団二部・元島田︶がいます︒

入団から4ケ月が経ち︑加藤団員
に今現在の心境等を聞いてみました︒

広報誌を見て入団を決めた加藤団員
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島田市消防団広報誌
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【島田市消防団facebookページ】開設しています！
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