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【女子走り幅跳び】
岡城志奈（栗原陸上クラブ）
岡田麻奈（高須子ども会）
森数愛美（栗原陸上クラブ）
4 m91の高記録により、
倉本 叡（栗原陸上クラブ）
全国優勝しました。
森本香澄（栗原陸上クラブ）
おめでとう！
清水茜里（栗原陸上クラブ）
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中国五県珠算選手権大会
（8／23＝広島県）
永田美玖（山波小学校）
藤井彩加
（広島大学附属福山中学校）

24 芸術・文化
尾道マンガ大賞発表／尾道小径散策秋
の茶会2015／文化遺産パートナー養成
講座／尾道市立大学教養講座 ほか

27 情報アラカルト

市長の資産等の報告書の閲覧／国勢調査
／ふれあい障害者合同面接会／平成28年
尾道市成人式／せとだ観月会／尾道灯り
まつり／花と潮風かおる尾道むかいしま
ウォーク／若者チャレンジ講座発表会／
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今月の表紙
上手にできたかな。
「第 4 回おのみちキッ
ズフェスタ」での 1 コマ
です。
子どもから大人まで楽
しめるイベントがあり、会場は大勢の家族
連れでにぎわいました。
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来年度、
尾道が囲碁大会などの会場に
来年度、尾道で開催される第
40回全国高校総合文化祭の囲
碁部門のPRのため、8 月10日、
生徒実行委員と囲碁部門委員
が市長を表敬訪問しました。
また来年のインターハイで
は、ソフトボールとサッカー
が尾道で開催されます。

島まつり・火まつり・海まつり
8 月 2 日・29日・30日の 3 日間、3 部構成
で「2015因島水軍まつり」が行われました。
島まつりでは村上水軍出陣式、火まつりで
は跳楽舞はねくらべや大松明、海まつりで
は小早レースなどが行われ、多くの人でに
ぎわいました。

島まつり
海まつり

火まつり

夜空を彩る花火
8 月16日、瀬戸田サンセットビーチ（愛称：しまな
みレモンビーチ）で「第37回瀬戸田町夏祭り」が行わ
れ、ステージイベントや県下最大級の15号玉の打ち
上げ花火などがありました。

一日子ども図書館員
今年も市内の小学生が、貸出・返却
のカウンター業務や本棚の整理など
の図書館の仕事を体験しました。

囲碁で真剣勝負
8 月22日、向島公民館で「夏休み子ども囲碁大会」が
行われ、小・中学生23人が参加しました。クラス別に分
かれて対局し、子どもたちは熱戦を繰り広げました。
広報おのみち・平成27年9月
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地域の安全を守る消防団

消防出初式での一斉放水の様子

消防団はそれぞれの地域の市民により構成され、火災時の消火活動や台風などの風水害、災害時に活動していま
す。地域に密着した防災組織である消防団の必要性は年々高まっています。今回は市内の消防団の活動について紹
問 消防局警防課
介します。
■
（☎0848- 55- 9122）

消防団のことを知ってください

Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A

uestion 消防団とは
nswer

「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき地域の安全と安心を守るために活動
している組織です。市内には45分団あり、8 月 1 日現在1,658人（平均年齢42歳）が活動しています。

uestion 消防職員との違いは
nswer

消防局・消防署に勤務する職員が専門の職業であるのに対し、消防団員は各自の仕事につきな
がら、災害時の消防・防災活動や平時の訓練等に従事しています。

uestion 消防団員の身分と処遇は
nswer

消防団員は非常勤の特別職の地方公務員です。活動中けがをした場合は、公務災害として補償
されます。階級に応じて、報酬が支給され、災害活動、訓練等に参加した場合は費用弁償が支給さ
れます。また、退団時には在職年数に応じて退職報償金が支給されます。

uestion 訓練はいつしていますか
nswer

消防団員はそれぞれ仕事を持っているため、仕事が休みの日や仕事が終わった後などに集まっ
て、訓練を行っています。

uestion 消防団に入団する要件は
nswer

18歳以上60歳未満の健康な市内在住の人であれば、性別関係なく誰でも入団できます。主に社会人の
男性消防団員が多いですが、8月1日現在2人の学生消防団員、34人の女性消防団員が活動しています。

消防団協力事業所表示制度
消防団員の 8 割は事業所に雇用され働いています。そのため消防団員の活動には、事業
所の理解と協力が必要です。事業所として消防団活動に協力することが社会貢献につなが
ることを広く知ってもらい、地域防災体制の一層の充実を図るため、平成21年11月から、団
員が5 人以上勤務しているなど一定の要件を満たす市内 6 事業所に交付しています。

地域防災体制の充実強化にご協力ください
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消防団の一年（平成27年）

1月

出初式、文化財防ぎょ訓練

3月

春季火災予防運動

5月

新入団員及び部長以上規律訓練（各方面隊）
広島県内消防団合同防災訓練

6月

尾道市ポンプ車操法競技大会

7月

消防団器具庫点検

8月

健康づくりセミナー

9月

尾道市防災訓練

消防団器具庫点検

▲ポンプ車操法競技大会

10月

広島県消防学校一日入校

11月

秋季火災予防運動

12月

年末特別警戒

通年

2月

▲交通救助訓練
▲幼稚園・保育園での防火指導
器具点検（毎月）、方面隊別訓練（年 2 回）、防火指導、県消防学校入校、各種研修等
●入団のきっかけは
父 が消 防 団 員 をして おり ︑消 防 団の活
動に興味を持っていました︒私は将来看護
師として働くため︑勉強中です︒防災の授
業を受ける中で︑地域貢献をしていくには
消防団に入ることがいいのではないかと思
い入りました︒

●普段の活動は
災害に備えた水防訓練・放水訓練等や︑
台 風の日等には広報・警 戒を行い︑男 性団
員と一緒に活動しています︒

●入団して良かったことは
訓練を通じて︑規律を身につけることが
でき たことで す ︒また︑災 害について 身 近
に考えることができ︑学校の学習につなげ
ることができました︒

●皆さんへメッセージ
女性団員が少ないですが︑女性だからで

若い団 員 も少 ないで す が︑幅 広い年 齢 ︑

きることはたく さんあると思っています ︒

さまざまな職業の人︑地域の人々と交流す

ることで︑色々な経験を積み︑視野を広げ︑

濱井志保さん
（学生・入団3年目）

将来に活かしたいと思います︒

インタビュー

一緒に、
大切な人、
大切な町を守りましょう!

地域の安全を守るために、欠
かせない存在の消防団。あなた
の力を必要としています。自分
が育った町、暮らす町、働く町、そして子どもたちが育っていく町。そのか
けがえのない大切な町を一緒に守りませんか。気軽にお問い合わせくだ
さい。
広報おのみち・平成27年9月
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