
 

令和４年５月吉日  

 
 
 第６分団だより  

回 覧 

■伊深町、三和町の皆さまへ 

 平素は、当分団活動に格別のご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 コロナ禍で消防団活動のあり方も変わってまいりました。今後時代にあった形に変えていく必要性を

感じております。より良い形にしていくには地域の皆さまのお力が必要です。地域全体でこの課題に取

り組んでいけたら幸甚です。 

 さて、私事ですが分団長最終年度となりました。この場をお借りして、少し早いですが地域の皆さま、

そして支えていただいた皆さまへの感謝申し上げますと共に、残りの 1 年間、一層のご支援をよろしく

お願いいたしましてご挨拶といたします。 

第６分団 分団長 天池 拓人 

  

  

■退団者の皆さま 

 藤掛 義之さん（三和）、朝日 真司さん（三和）、可児 広和さん（伊深） 

 長きにわたり、消防団活動にご尽力いただき、ありがとうございました！ 

■令和４年度 主な活動（予定） 

・4月 24日（日）  消防団教養訓練 

・6月 12日（日）  美濃加茂市消防操法大会・競錬会 

・10月 23日（日）  市防災訓練 

・11月 9日（水）～15日（火） 秋季火災予防運動 

・12月 26日（月）～30日（金） 年末夜警 

・1月 7日（土）   市消防出初式 

・3月 1日（水）～7日（火）  春季火災予防運動 

※今後新型コロナウイルスの状況により、延期や中止などの措置が取られる可能性があります。 

  
■最近の消防団活動の紹介 

①教養訓練を行いました 

 4月 24日（日）に火災・災害時に「安全」 

で「確実」に行動できるよう２，４，６分団 

合同で消防機械器具の操作方法を学びました。 

 

②三和町の消防車庫が新しくなりました 

 令和 3年 12月に三和町の第 6分団 2班の 

消防車庫が新しくなりました。新しい車庫は 

会議スペースや駐車スペースが拡大され、活 

動環境が向上しました。 

  
■音楽隊募集 

 音楽の好きな方は、市防災安全課または、 

お近くの消防団員までお問合せください、 

■緊急連絡先 

火災緊急連絡 119    加茂警察署 25-0110 

火災情報案内 0180-99-5500 

美濃加茂市防災安全課（直通） 28-1122 



 
分団長 天池 拓人 

副分団長 長谷部健也 

部長 朝日 和樹 

１班 （班長）      木村 大亮 大矢 雅英 小林 雅典 

亀井 健一 木澤 克俊 福井 直人 

木澤 麗樹 山田 寛之 堀畑 信佑 

大矢 恭輔 柴田 賢二 村井 雅大 

篠田 大志   

２班 （班長）      藤掛 将弥 尾川 啓悟 市原 範尚 

朝日 哲也 朝日建太朗 柴田 翼 

都竹 祐樹   

３班 （班長）      井上 智史 大矢 晃司 村井 健太郎 

林 亮二 久保田智紀  

４班 （班長）      西城 敏幸 小林 喜典 堀田 重徳 

福田 好博 福田 朝男 可児 和彦 

河村 一彦 伊藤 弘 長谷部雅彦 

久保田義彦 森 真彦  

５班 （班長）      後藤 寿暢 石原 成章 片桐 英一 

朝日 健二 柴田 伸吾 朝日 郁生 

酒向 明良   

６班 （班長）      矢部 司 柴田 克典 矢部 稔 

朝日 伸久 酒向 正人 朝日 眞喜雄 

平野 啓二   

 

 

支部長 藤田 啓一 

副支部長兼 1 班班長 大矢 純明 2 班 班長 村井 良喜 3 班 班長 小森 利幸 

書記・会計兼隊員 亀山 泰信 隊員 藤田 正幸 隊員 渡辺 彰人 

隊員 遠山 勝彦 隊員 堀田 浩史 隊員 村井 雅彦 

隊員 大矢 満人 隊員 遠山 宏司 隊員 森  真彦 

隊員 久保田 登 隊員 福田 慎一 隊員 渡辺 信人 

隊員 堀田 基城 隊員 長沼 真澄 隊員 佐野 通彦 

隊員 小川  弘 隊員 安在  進 隊員 小林 善隆 

隊員 藤田  守 隊員 村井 健治 隊員 渡邉 孝一 

隊員 堀畑 幸康 隊員 木澤 幸男 隊員 渡辺 博也 

隊員 藤田 久徳 隊員 木澤  悟 隊員 小森 勝也 

 

 

顧問 酒向 幸男 

顧問 酒向 紘一 

顧問 石原 初夫 

顧問 柴田  悟 

支部長 市原 誠 

１班 班長 山田 良弘 2 班 班長 笹俣 敬司 

隊員 山田 茂人 隊員 酒向  滋 

隊員 柴田 芳樹 隊員 朝日  修 

隊員 柴田 典昭 隊員 朝日 正巳 

隊員 天池 要治 隊員 朝日  昇 

隊員 天池  豊 隊員 朝日  稔 

隊員 天池 徳男 隊員 福井  明 

隊員 天池 邦弘 隊員 市原  寿 

隊員 木澤 時彦 隊員 平野 啓二 

隊員 酒向 成冶 隊員 石原 常彦 

隊員 石原 忠良   

 

＝令和４年度 第６分団 団員編成＝ 

＝令和４年度 美濃加茂市災害協力隊 伊深支部 隊員編成＝ 

＝令和４年度 美濃加茂市災害協力隊 三和支部 隊員編成＝ 


