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子育てひろば あい・ぽーと

港区と NPO 法人あい・ぽーとステーションが協働運営す
る 子育てひろば「あい・ぽーと」は、２００３年にオープ
ンした子育て支援施設です。
園庭があり、親子が自由に遊べる屋内スペースがある施
設のなかは、地域のシニア世代が木材で手作りしたドアの
取っ手や窓飾り、あちこちにあるアーティスト作品があた
たかな雰囲気を作っています。つどいの広場「ひだまり」
では親子交流ができたり、各種プログラムに参加できます。
子育てひろば「あい・ぽーと」
庭の一角ではハーブなどが栽培されていたり、屋内に飲食
港区南青山2-25-1
電話03-5786-3250
スペースもあり、ここで親子で一日過ごすことも可能です。
管理・運営：
図書室で子育ての悩みに役立つ本も読めますし、さまざま
特定非営利活動法人
な育児相談もできます。
あい・ぽーとステーション
https://www.ai-port.jp
あい・ぽーとが目指すのは地域の総合的な子育て・家族
支援の拠点としての活動。施設型一時保育「あおば」は曜日・
理由を問わず子どもを預かり、派遣保育も行なっており、大きな需要に応えています。そ
の活動は専任スタッフに加え、地域の方々が有償パートナーとして支えており、現在「子
育て・家族支援者養成講座」
、
「子育て・まちづくり支援プロデューサー養成講座」を開催し、
地域の育児力・子育て支援力向上につとめています。
施設では毎年園庭で初期消火などの防災訓練を実施し、港区子育て支援員研修の一環で
救命講習に多くの方が参加されています。あい・ぽーとは、自治体との緊密な協働体制の
もと、相互扶助の理念を地域に展開しているのです。
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★ 団長 あいさつ

赤坂消防団長
竹田 隆雄
たけだ

たかお

令和４年４月１日付で消防団
長を拝命いたしました。伝統あ
る赤坂消防団の団長として努
力、精進して、この大任を果た
して行く所存です。現在、全国
各地で震度５規模の地震が多発
しており、東京でも首都直下地
震が懸念されるなか、「自分た
ちの街は自分たちで守る」とい
う赤坂消防団の伝統を引き継
ぎ、安全で安心な暮らしをまも
るため、赤坂消防団一致団結し
て頑張って参ります。
これからも皆様のご支援、ご
協力、宜しくお願い致します。

防

団

★ 署長 あいさつ
令和３年１０月１日付で赤坂消
防署長に着任いたしました葛城歳
男と申します。 昨年は、東京２
０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会に伴う消防特別警
戒を実施し、赤坂消防団の皆様の
ご尽力により大会が成功しまし
た。その功労に対し消防庁長官賞
赤坂消防署長 状が授与されました。
葛城 歳男
今後も、新たに就任された竹田
かつらぎ としお 新団長をはじめとする赤坂消防団
の方々と緊密に連携し、赤坂・青
山地域の安全・安心のため署員一
同取り組んでいく所存ですのでよ
ろしくお願い申し上げます。

◆ マッキーのワンポイント英会話

◆ ペット紹介
赤坂消防団第１分団

マッキーのワンポイント英会話
では、消防に関する英語や、ユニー
クな表現など、役に立つ英語を紹
介しています。今回は災害時に備
えるための英会話です。

ちなみ

団員

赤

令和４年９月１日
赤坂消防団広報委員会
東京都港区南青山二丁目16番9号
赤坂消防団本部

小林千波さん

今回ご紹介するのは、
小林さんの愛犬・柴犬
の虎太郎 ( こたろう )
くん。虎ノ門ヒルズが
開所した 2014 年 6
月に小林家にやって来たので、虎ノ門に因んで
虎太郎と命名されたそうです。毎朝お散歩する
檜町公園では、ラジオ体操にいらっしゃるご近
所の皆さまに可愛がっていただいたり、綺麗な
芝の上で佇んだりが大好き。外では柴犬らしく
キリッとした表情ですが、お家では実はとても
甘えん坊なのだそうです。

マッキー

キュータ

What do we need to prepare?
何を備えればいいの？

Stock food and water.
食べ物と水を準備して。

I recommend that you participate in
disaster prevention drills.

キュータ

防災訓練に参加するといいよ。

It is also good to discuss with your family
members where to meet in an emergency.
災害時にどこに集まるかを家族と決めておいてね。

編集室だより
今回からHYDRANT編集室に新たなメンバーが加わり、２年ぶりの刊行となり
ます。この最新号では久しぶりの始式や赤坂消防団ポンプ操法審査会、コロナ禍
以降の新入団員のインタビューも掲載しております。こうしてまた活動を再開で
きたことを嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。

編集委員 小堀章・荘司洋行（本団）吉野 泰子・三田旭（第1分団）萩原 雅子・
鎌田康平（第２分団）西川弘倫・大島隆大 (第３分団）江田義久
（友の会）

★ 令和 4 年赤坂消防団始式 2 年ぶりに開催
令和４年１月１６日、赤坂区民センターホールにて赤坂消防団始式が、２年ぶりに開催されま
した。当日は徹底した感染拡大防止策を講じ、武井区長をはじめとしたご来賓が参列されました。
２０２１年に延期・開催された東京オリンピック・パラリンピック競技大会での消防団員の警戒
活動など、前年に活躍した２８名の団員が表彰を受けるとともに、長年にわたって日頃の消防団
活動を支えてきた３名の団員のご家族に感謝状が贈呈されました。新入団員紹介では、令和２年
と３年の新入団員のうち、出席した１７名に、あたたかい拍手が送られました。
新型コロナウイルスが感染拡大した令和２年３月頃から、赤坂消防団の活動は大幅に制限され
てきましたが、ようやく始式を開催でき、本格的な活動再開の兆しが見えてきた喜びを、すべて
の団員が噛みしめていました。

消防団の活動紹介 消防団員は、赤坂・青山の安全・安心のため日夜訓練に励んでおります。

◆赤坂消防団「総務大臣感謝状」

◆新入団員紹介

令和３年の活動に対する様々な功績が認めら
れ、令和４年５月２５日赤坂消防署において、
東京消防庁の福永防災部長より総務大臣感謝状
が贈呈されました。全国の数ある消防団の中か
ら４３消防団のみが受賞した賞であり、貴重な
受賞となりました。

第１分団

入団年月日

上川名 さやか
八木田 清高
大森 明彦
関根 一宏
小林 千波
関根 章子
空川 智子

◆ 竹田隆雄氏「藍綬褒章」受章

R2.7.1
R2.8.1
R2.12.1
R3.8.1
R3.8.1
R3.9.1
R4.5.1

令和３年１２月２日赤坂消防団団長（当時
副団長）の竹田隆雄氏が令和３年秋の褒章に
おいて「藍綬褒章」を受章されました。竹田
氏は昭和６１年９月１日に赤坂消防団に入団
し、３５年の永きにわたる消防活動の功労が
認められ、今回の受章となりました。

第２分団
戸井川 裕美子
原野 直也
和泉 朝陽
平塚 唯里奈
青栁 三守
智子
勇作
友一
清孝
弘一
和代
悠典
明美

R2.4.1
R2.7.1
R2.8.1
R2.10.1
R3.3.1
R3.3.1
R3.4.1
R3.7.1
R3.12.1
R4.1.1
R4.1.1
R4.1.1
R4.4.1
R4.6.1

第 3 分団

入団年月日

沓脱 静香
吉倉 麻耶

R2.10.1
R3.7.1

遠藤ルイス 智美

令和４年度赤坂消防団幹部体制表

◆ 赤坂消防団ポンプ操法審査会

竹内分団長

金田副団長

小堀副団長

中山分団長

岸本分団長

松浦副団長

峯尾副団長
伊東副分団長

荘司副分団長

た。第一分団Ａチームが優勝、第二分団 A
チームが二位という結果となりましたが、
各チームが日ごろの訓練の成果をいかんな
く発揮した審査会となりました。

竹田団長
岩澤副団長

令和４年５月１５日、聖徳記念絵画館前
において、新型コロナウイルス感染症の影
響で、３年ぶりとなる赤坂消防団ポンプ操
法大会が審査会という形で開催されまし

入団年月日

大塚
永野
木村
江夏
見世
仁村
岸本
川崎

ディロルフ ジョセフ 亜希羅

R3.7.1

第 一 分 団

第 二 分 団

第 三 分 団

中村分団長

地藏分団長

松本分団長

関根一宏・関根章子
子どもが生まれたことをきっかけに家族で地域活
動に参加したいと考えるようになり、偶然「消防団
員募集」のポスターを拝見して、夫婦で入団するこ
とにしました。今回初めて消防操法に参加しました
が、大変有意義な活動であると感じましたので、こ
れから操法を究めていきたいと思います。また、救
命講習の指導などにも力を入れて取り組んでいきた
いと考えております。

遠藤ルイス智美
イギリス人と結婚後、２０年以上ロンドンを生活
の拠点とし港区と行ったりきたりしてきました。
その後、港区に永住のために帰国し、偶然、消防
団員募集のチラシを見つけたのがきっかけで入団致
しました。私は英語と日本語はバイリンガルですの
で、外国人が多く居住する港区でみなさんの絆を緊
密にできたらと思っております。
現在は、司法通訳人として外国人刑事事件の通訳
を担当しています。日本は、自然災害多発国です。
国連で採択された１７の目標を掲げる SDＧs のゴールの一つ、
「持続可
能な都市、誰一人取り残さない都市」を防災、緊急援助活動をとおして、
実現していけたらと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

ディロルフ ジョセフ 亜希羅
ジョーイと呼んで下さい！
生まれは東京、育ちはニューヨークです。普段は大
学に通いながら野球やトレーニングをしています。体
格を活かしてみなさんのお役に立てたらと思います。
このＴシャツは私が経営しているスポーツブランド
「BULLSEYE」のものです。よろしくお願いします。

天羽副分団長

篠田副分団長

北村副分団長

福永副分団長

七戸副分団長

矢野副分団長

小池副分団長

川上副分団長

金井副分団長

赤坂消防団では新入団員を募集しています
年齢１８歳以上の方
（大学生・専門学校生も可能）
心身ともに健康な方
赤坂消防団の区域内に居住、勤務、
通学している方

問合せ先

赤坂消防団
赤坂消防署内

消防団事務局

☎０３－３４７８－０１１９

