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･消防揺法大会
･法相a/やりターアーb

7月22日(土)鴻巣市の埼玉県消防学校において､第25回埼玉県消防操法大会が行われ､飯能消防団から小型ポ
ンプの部に1チームが出場しました｡

今回は初めての試みとして､第1分団から第1 1分団までの全選手の中から飯能大会で優秀であった選手を8人
選抜し､2チームに分かれて競い合い､練習を重ねた結果､最終的に下記のチームに決定しました｡
本大会では､優勝を目指してガンバリましたが､残念ながら小鹿野町消防団に惜敗し､準優勝となり全国大会の
夢は果たせませんでしたが､初の選抜チームの参加としては大変有意義な大会となりました｡
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指揮者吉田

●優勝第九分団‑部

●優勝第十一分団一部

●優勝第七分団一部

結果&優勝チーム選手紹介

第26回飯能消防団操法大会

(写真左から)

今後の活動に繋げられるよう頑張
ります｡

半年間応援ありがとうございま
した｡
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選挙紹介

消防団結邦tZ中学生reよるシャッターアート.I.I

今回のデザインのテーマ

美希さん

飯能消防団では､郷土愛に満ちた団員を募集しております!
18歳以上で心身共に健康な方ならどなたでも活動できますo地域の仲間と自分の
街を守る活動をしませんか?
職業は問いませんo詳細は下記の問い合わせ先までご連絡いただければ､消防団
よりご連緒差上げます飯能消防団員一同､皆様の参加を心よりお待ちしております‑

美術部の皆さんの感想
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飯能団では､今後の予定とし

1日5時間で2日間かか
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〈飯能第一中学校美術部の皆さん〉

飯能第一中学校美
術部の生徒の皆さん
に素敵な絵を描いて
いただきました‑･

キャンパスは､第

覧になって‑ださい｡一中生の

お近くを通られたら､どうぞご

所に分かれて作業を進めました｡

詰所のシャッターで'

7分団に2か所ある

中には消防車が格納

て､第3分団詰所にも飯能西中

皆さんどうもあ‑がとうござい

当しています｡そん

されています｡第7

な縁から､地元の子
学校美術部の皆さんに絵画を描

ました｡

供たちに､暖かくて

いていただ‑予定です｡ご期待

10点満点中､1

とても良いシャッターの
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消防団に期待することは‑
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蟹沢のぞみさん

片野明日香さん

金子由香里さん
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後藤なつみさん

(七分団第二部)
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細田
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■ 平 松 地 区 (七分団第一部)

1年生

2年生

﹄双柳地区

1年生

TELO42 974:̲7227

お問い合わせ先:埼玉西部広域消防本部欝防諜

分団は一中地区を担

いていただき'飯能

親しみのある絵を措
ください｡

団に対する地元の皆
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これからも私たちの町を

絵だと言ってました｡
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守ってほしいです｡
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清勝団プレゼ.Jトクイズ

タテとヨコのカギをたよりに､パズルを解いてください｡すべての
マスを埋めて､ 7コの二重マスの文字をアルファベット順に並べると､

◆クロスワードパズル◆

｢取り付けが義務化になったもの｣になります｡

1.あの人は何でも知っている｡

1.東京OC)00大学0日本で最初の歯学教育機関o :

2.オペラ･演歌･ロック‑‑｡

16.署に帰ること｡

3.生産の反対｡

17.飯能消防団の分団の数｡

4.ひそかに計画する良くないくわだて0 18.どんな場合でも､これがある行動がほしいですね｡
5.お金のトラブルには注意しましょう｡

19 高旬贋からの渡来人が○○して高潔郡設置｡

6.飯能の温泉oOOらぴの湯0
7.消防団はもちろん出動します｡

20

6

8性質や体質のこと0

DHAがたくさん含まれています｡
支払い方法の一つ｡

9.警戒中異常なL I ･･･000ひと息0

8.なべ料理にぴったりの白身魚｡

9. 00吹き｡

10.陶器の原料｡

13.図体はかり大きくて､まるで00の大木だ｡

ll.信長の000｡ 000をいだく｡

21.楽天の野村監督の代名詞｡
水戸黄門のお供と言えば､0000八兵衛｡

12.あなたはお父さんにそっくりですね｡ 22
13.外の反対｡

23.中間｡期末｡

14.釣りなどに使う｡獲物を仕留める｡

24

15.ヘルマン･ヘッセの代表作FOOOOの下』

12.前EEl･原町･中山は第〇〇分団o

答え: 〇〇〇〇〇〇〇

埼玉西部広域消防本部では'

消防団員の確保等消防団活動へ

｢消防団協力事業所表示制度実

のべ層の理解と協力を得るため､

施要綱jを制定し､平成劫単10

月1日から施行しました｡詳し

ご覧ください.

警防課

ホームページ開設しました

くは消防本部のホームページを

●蘭い合わせ

TELO42(974)7227

埼玉茜部広域清防本部

※題字は吉田行男様にご協力をいただきました｡

秋色の侯'皆様いかがお過ご

和

しでしょうかo本年度はこの｢か

久典章

わらはん｣の紙面に不足を感じ
るほど'多くの行事や変化を実

一広橋

それに伴い多くの方々のご支

行

正解者の中から30名様に､藻草賞品(?)をプレゼントいたしますo歯車削まがき
にクイズの答えと､竿､住所､氏名＼年臥職業(学卒)､電話番号､消防臥こ対する
ご意見ご感想を明記して､下記のあて先までご応募ください￠
締切り:平成21年1月118(a)出初式までo
あて先:〒357‑0015飯能市大字小久保291番地
防災センタ‑飯能消防放プレゼントクイズ係

感しております｡

彦也

援ご鞭穂を賜っております事'
この｢かわらぽん｣を手に取っ
て下さいました読者の方も含め

忠哲勝和惰亮利和修泰弘靖弘則

まして厚‑御礼申し上げます｡

〜

団本部分団長
団本部班長

辛‑分団

第二分団
第三分団
第四分団
第五分団
第六分団
第七分団
第八分団
第九分団
第十分団

第十一分団

雷撃莞叢雪雲業苦蔑高森警蚕萱

飯能消防団には28台あります｡

http://www.hanno一matoi.com/

1 1月2 9日出午前8時より防災センターで飯能消防団特別点検が行われます｡ぜひご来場ください｡

今後の消防票動での抱負は?

自己pRをひとこと

Q

ぜひ近くで試合が開催さ

A一時期､消防士を志した
身なので､防災意識を高めて､
今後の活動に繋げて行きたい

Q

と思います｡

A

れる時には応援に来て‑ださ

い｡また'プロレスで鍛えた

肉体を消防団活動にも活かし

ていきたいと思います｡

飯能在住のプロレスラー｢バ

ンジー高田｣を皆さん応援し
てください｡よろしくお願い

します｡

新入団員紹介

ます｡

この春､第‑分団に入団し
た､伊藤憤lさんを紹介しま
す｡伊藤さんは､フリーのプ
ロレスラーで､リングネーム
｢バンジー高田｣として全国
各地を飛び国って活躍してい

その伊藤さんに忙しい中､

入団したきっかけは?

消防団活動について聞いてみ

Q

消防士になるか､プロレ

ました｡

A

スラーになるか悩んで､プロ

レスラーになりましたが､消

防の夢を諦め切れなかったた

め消防団に入団しました｡

入団しての消防団の雰囲気

自分が所属する第4分団

はどうですか?

Q

A

は時には厳し‑､時には楽し

い雰囲気を持っています｡
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