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町田消肺少年団！ 

∴禽上意 

）弊予坊さ

三語群i隔日暗闘話す＼／∴ 

うれしいね 

防火で笑顔の雪三幸 

人と町 
作者　人月　千代子さん（世田谷区） 
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町田消防少年団は、防火防災についての知識と技術を習得するとともに、 
社会に貢献できる責任感ある人材の育成を目指す団体です。　　　　鐘㊥鸞 
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してますか？
！家具類の転倒・落下・移動防止対策

地震時の家具類の転倒に注意　　　地震時の落下物（こ注意　　地縁時の家具類の移動（こ注意

」し �∴」 十二 ▲上 �l �昂 �脚・落下・朗 �」 ：⊇▲l �冊 �門 �1S I �胃。 �陀やってみ」 

家具類は、転倒や落下、移動防止対策をしておきましょう。また、就擾中の地震 

発生に備えて擾室の家具は、優先的 �������こ転倒防止対策を実施しましょう。ギヤスタ 
一付き家具類は、キャスターに下皿を敷き移動防止対策をしましょう。 
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ふ善書でこするといいよ！」はiY‾　’認諾嵩写 

）∴蓮輩醗 i 　∴∴ 響子譜農式は緩i観一一 醗競謹讃！経緯講 を取。付けよう！言艦‡移動防止！ 　‾暮 　挙手＿一週ゲ 

両軸篭を臆寿∃出師臨間置‡霊場漢音m号音【副…間 �救急車の出場件数が近年急増してい ／∴∴＿ゝ 牽ギ牒莞諾窪夕‾「＃7119」 
∴∴∴　日 ∴：ヽ－く－÷－〃中 二志i敦急出場件数119，734件i＋21i 騙密翻訴睦蔀臓1－i救護人員116，097名i－23i 
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東京消防庁が実施した近年の地震被害調査では、負傷者の3－5割の方々が屋内　　　　学 �������消 
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＝事 �臆晶の矧 �脚・弱 �師・朗 �」 ‥∋▲」 �冊 �胆をやってみき � 

家具だけ対策して満足してはいけません。電化製品の転倒や落下、移動防止対策 

も大切です。テレビや電子レンジはストラップ式や粘着マット式を使って連結・ 

固足しましょう、電化製品の形状・重量や壁の強度に応じた対策が重要です。 

中量 
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参年‾「監制 　jg姦＿＿＿言ン 　電子レンジを 

ストラップ式で 

固定してみたよ。 

土器干 
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I蒜器の 器具があるから それぞれのお家に＿思す‡ 合わせた対策が 必要だね！手二 �甲 単 独 使 用 ） �小∴∴∴：　　　“㍉ 「‾∴∴「 ストッ′く一式！ 朝 マット式 ��鞘ナ’闇 　重 　責 　葦 ！ ！ 」蔓具・壁面や零真に十分蜜蜜康勃重要i 

右の表で確認だ！ ��一〇E I i † （ （ 

，閣 
：勝間開聞臨三園国国軸堕彩管ヽ　　　　平成26年間市内の 出火原因で一番多いのは「放火」です。自宅の周辺やマンションの共有部分に可燃物を置かない等、火災件数125件 

放火されない環境づくりが大切です。また、いざという時のために消火器 �の使い方を覚えましょう！ ���主な出火原因　　　　　件数 

閥薗認証当季話語麗一一日’ �試案琴零慕義11rT ���放火（疑含む）　　46件 
，∴，＿．∴ � �ガステーブル等　　12件 

圃闘粗目醒閏圏駆 ����電気関係　　　　　　9件 講藍霊珊 ��たばこ　　　　　　　7件 

∴．置＝一書ミ �� ��たき火　　　　　　　7件 

安全ピンを抜いて　　　　　　ノズルを構えて �レ �jで一握って消火！ ��その他　　　　　　44件 
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平成26年12月7日（日）、町田市商店会連合会（三多摩商店街遵　　平成27年1月21日（水）中央交通（鶴間1701－1）において、普 

合会）では、町田シバヒロ（町田市中剛丁目）において、「見える防　　通救命講習を実施しました。観光バス運行中に急病人が発生した 

災イベント」を開催しました。スタンドパイプ放水体験、消火器取　　ことを想定し、実際にバスの車内で、補助席を倒し座席をつなげス 

扱体験、AED取扱体験等のコーナーを設け、災害時の自助・共助　　ペースをつくり、心臓マッサージや人工呼吸、AEDの訓練を工夫 

の向上のための、体験型のイベント等を行いました。また、ステー　　　しながら行いました。 

ジでは歌や踊りからお笑い芸人による漫談の他、消防職員による 

防災寸劇も披露され、会場を沸かせていました。 
m 

闘彊彊圏開聞圏

町田市消防団、団員募集！ 

「 �自分たちのまちは、自分たちで守る」 
園証園田　町田市役所　市民部　防災安全課 

TEL．042－724－2107 

蕎∽関幾深閑防運▲動 
平成27年3月1日（日）－3月7日 

防火防災フェア 
書面醒幌三雄H3月8日旧）午前10時から午後2時まで 

葺≡董開東急ツインズEAST銅像前広場（原町田六丁目五番） 
●消火器・AED使用体験訓練 

●紙芝居師「さるぴあ章か－こ。」さんによる防災紙芝居他 

メールアドレス： 
matida＠Hd，metrO，tOkyo．jp 

剃19香道矧こぼ使用できません。 

ホームページ： h曲／／WWW，冊metr0，tOkyo．jp／h叩atida／htmi 

音忠生出張所　TEL：042－792－Oll9 

臆南出張所　　TEL：042－795－Ol19 

音鶴川出張所　TEL：042－735－0119 

臆西町田出張所TEL：042－770－Ol19 

喜成瀬出張所　TEL：042－720－Ol19 



中村町内会員の皆様へ 平成27年2月吉日

中村町内会長　松永勝次

立春も過ぎましたが、まだ寒さが厳しいですが、会員の皆様にはすこやかに、

お過ごしのことお喜び申し上げます。さて消防署から、購入を進められて

いました　消火栓に直接接続して消防団と同じように消火活動ができる、

スタンドパイプの購入を、防災訓練の後から考えていましたところ、東京部

の、地域に底力再生事業という、補助金制度が利用できることがわかり、

検討して、申請いたしましたところ、12月1日に、申請が受理されました。

補助金は、￥20万が限度でスタンドパイプ1台が約13万円ぐらいなので、

2台購入することにしました、総額26万円で補助金オーバー分は町田市の

自主防災補助金で賄うことで、桜ホースという会社に発注しました。各社を

比べたところ、この会社の製品が一番安く、取り扱いも良いので、ホースも

標準は40mですが、消火栓が遠い場合のため、20m追加しました、注文が

12月中旬になったので、年内は無理と言われ、早く入れてくれるようにいって

いましたが、入荷したのが1月22日でした。急いで、消防団、消防署、に

連絡を取り、天候を考慮したところ、2月1日が最速と決まり消防署に無理

矢理、了解を取り付け、急きょ班長以上に、参加を依頼、訓練当日は天気は

良かったのですが、参加者が7名くらいで、消防署員が5名消防団が大倉部長

以下3名で、訓練をしました。消火栓の開け方水の出し方、ホースの出し方

等教わり、放水訓練を実施しました。女性の方も放水を実体験し喜ばれました

東京都の補助金申請の書類で訓練の人数、看板などいろいろ指摘され、

大変でした、2台は中中村、下中村に配備しました。上中村は夏には配備

できる予定です。ただ、スタンドパイプは実際消火活動にかかっても15分

以上かかると思います。やはり、火災は初期消火がすべてです。どんど焼き

の時、訓練した自称家庭用スタンドパイプが一番有効な手段です。ぜひ

各家庭に準備していただきたいです。￥2500円くらいですし、準備されたら

これは、消火専用で普段は絶対使用しないでください。



スタンドパイプによる消火訓練の実施

＼一、－　＼ �） 　　　∴∵一† 　　　∴i、： 

田園 �∴．∴上品∴三： 　（ 破京 

＿　○○種〃，籍 

〔U　、 

青 

l　　　iii車 

闘＼掘 �搬／i闘 寧虚ieg脚韻61 的重力相生 p駐独耽 � �〟／＿、‖」 縫・懸 ヽ∴ 

∴∴態腿　∴∴　∴∴∴ 

翳頴霧薄弱一翳翠÷；‾∴言‾∵‘ 

「二二＿ ���一∴∴∴氾∴一∴∴　イ」」∴ 
iii i雫繋聖濡蟹 ���睦鎌 �∵． �∴∴申∴ 

姻○徒手　．ノ′ ��・　‾最r○○裏 

顕 子∴享 �平成26年度破獄謡i 胎鰭の虚万障空 曹受動動飯事鼠 組子 ．∵： （ � �鰯1 ㌧‾； �＊誠、．－熟 ��� � 

無言霊園i 

縄琶義認蕊認整，‾÷ ��∴、十㌧∴ふ字 ∴＝l∴ 

偶軸競 ��iJi綜∴∴言」、 
騨駆湘 

報′　平成26年度東 ��京都 業 �闘 
試筆 

∴ヽ iふ′ �霊地域の底力再生 事業助成対象事 

適 � 
∴竜 ��∴＿∴ ��裳翻 　一二∴子： 

平成2 �6年度森 底力再生 鎚成対短詞態 �京謡 � � �　’ll ーil－　　一一 

i鍼の 罵嬢 ���”∫留 

、∴ ��⊥ �∴ �；∴∴ �∴「 �∴一年， 

子言 で▲ �∴ヾ �、 �－1 日 手・ �割 惑 

打撃葦墨二二 �� 

1「 � �し �∴∵ � �平成26年度姦京題 額の底力郭生 暇錬成成対（㊦虫 

況塞 �舶 � � � �　贈 繋団扇霞 　輪転二二 �（ 

士 �∴∴ 

∴＼ � � ��l ��� � �1 ；∴∴ ∴＼∴∴ � 

・こ　く呼一一一 ������∴ 

l／ �ここ∴∴ヽ 茜雲 �� ������証遍8回 子 ���������平成26 地域の鹿 田愛助 �年廠東京西 力再生 鹿討戴京葉 

し＼十 ㌢一 � �� �� �㌧∴ 　－1 � 

「：宮・や 一十′ l二ii ������ �率葦 、、 �；場・ �∴一 一＿■， 

議事 �ユーi � � � �� � �；ヽ∴l 

「‾ ∴∴ † �‾一三 手続、 � �∴ ���煽申韻i寄書 � 

怒溺－ 囲 �������� �一・。⊥－ 

翻 �� � 平成26年 1割波の底力再 謡鎮助成対雛 �鹿家京敏 生 す濃 

翻灘 �、チ◆ �・，‾’・有 � � �＼‾： ∴リ∴： ��i高 � � 

ふ，f五弦．圏 ��� �地域の底 事業勤怠対 �南生 魚部築＿＿ 器 
一81 

皇国．／黒雲 
重罰 

丁二言 ����� ���SSSSS88m 　‥」 
†。∴p 

0000m000 国事最 ����� � � �平成2 1銭lの 田圃的暖ま �隻 穆 �■○○ 粛i卓、p 萱発病長盛萱 謡‾÷二二 

ー＼‾il・ ����� 

1・ �� �裁つ・一一 � � �� � 

「∴言∴∴鮭 ���� �田霞弼押詰翠蟹竪堕輩 

t � � �事 �蛙叢主音「題駄　‾・、 

∴十∴∴ †＋一 点▼ � �薫瑠鷲 ��） I！ ��　穏こ塵， ！関の底力頭生 
ヽ二i � � 

↓　l ��縄接 �∴」；∴∵∴子 、工’：i 震ミi’瀧 「、こ �� 

T）、一‾ 一∴「 �� ����蛙‡ ��� �iS �Oi 

、、轟 ��������� 

∴子： 潮は看軸間門 ���� �� �� �∴∴∴ �　∴＿ 二、二 � 

一一／ �� 

底力再生 助成封翻選一、三二 ������� 

●－｛一 一∴∴ �） �郭通 ������　一一・●●▼ ∴∴∴ こ、∴j 

事／ ．∴∴ �∴∴ ���iここ三二三・二÷ ∴一∴、●：二一“一一 ����� �� 

1・ � � �∴＼ �（ � �� �i＼′ir 

轢 ����敗∴主著∴－ �����igIOを， � � 

r ロ∴ Orて1－ �∴十千∴　　　十 ���i 

‾”i＿＿＿1擬 し∴ � �，ヽ÷ �∴†∴∴ ��i， � 

1 � ��十・｝ 

十一「∴墨 ��豪農郵 隻 

ト∴“ �∴∴∴　　∴∴「∴ 
疎離職鋤剛腹 ��� 

．一斗∴∴i差置i ������ � 

1－年チ篠一輝 �� � �†一一・ ∵∴ 

堅≡豊麗議発議撥 ������ 


