
講習会場 区分 １１月 １２月 

消防技術試験講習場 

千代田区外神田4-14-4 

防火・防災管理新規講習 
※甲種防火管理新規講習と防

災管理新規講習を併せて実施

する講習 

 １～２   ７～８ 
 ８～９      ９～１０ 

１２～１３   １４～１５  

１５～１６  １６～１７ 

２１～２２ ２５～２６ 

２８～２９ ２９～３０ 

 

 ３～４  ５～６ 

 ６～７  １０～１１ 

１２～１３ １３～１４  

１４～１５ １７～１８ 

１８～１９ ２６～２７ 

２７～２８  

乙種防火管理講習 ４ １ 

防火・防災管理再講習 ３０ ８ 

甲種防火管理再講習  １９ 

立川防災館 

立川市泉町1156-1  

防火・防災管理新規講習 
   １～２   ７～８ 
１４～１５ １９～２０  
２１～２２ ２８～２９ 

 ５～６  １３～１４ 
１７～１８ １９～２０  
２６～２７  

防災管理新規講習  ９ 

乙種防火管理講習 ２５ １２ 

防火・防災管理再講習 １１ ２ 

本所防災館  

墨田区横川４-６-６  

防火・防災管理新規講習 １０～１１ ８～９ 

乙種防火管理講習  ６ 

防火・防災管理再講習 
４ 

２０ １６ 

甲種防火管理再講習 ２５ ５ 

※ 表中の赤文字下線部分は、土・日曜日を含む講習日です。 

※ 新型コロナウイルス等感染拡大防止のため、一部講習に中止や会場の変更の可能性がございます。 

      最新の情報は東京消防庁のＨＰをご確認ください。 

 

 神田防火管理者協議会は、神田地域の防火

管理者選任義務がある事業所の防火・防災意

識の高揚と相互の連絡協調を目的として、昭

和３７年に結成され、現在、約５００名の会

員を有しています。 

 当会の趣旨にご賛同いただける近隣事業所

の入会について、ご一報くだされば事務局員

が説明に伺います。 

神田防火管理者協議会からお知らせ 

各種お問合せ：神田消防署 TEL   3257-0119  FAX 3253-7397 

消防団員募集！！ 

   お問合せ先 

    事務局直通（瀧澤）３２５７－３５６６ 

令和４年度東京消防庁防火標語 

もう一度 確認 安心 火の用心 
菅野 珠加
すがの   み か

 さん（江戸川区在住） 
 

『神田消防署 広報担当 神田 よくみ』は、２０１２年秋の火災予防運動で誕生し、

今年１０周年を迎えます。 



防火管理 令和4年10月 第229号 

秋の火災予防運動 

講師の紹介 

今泉 マユ子さん 

日時：令和４年１１月１０日（木） 

    １４時３０分～ 防火防災講演  

                          講師 今泉マユ子さん 

☆プロフィール☆ 
管理栄養士として大手企業社員食堂、病院、

保育園に勤務。食育、災害食、ＳＤＧｓに力

を注ぎ、2014年に管理栄養士の会社を起業。

レシピ開発に携わり、防災食アドバイザーと

して全国で講演を行う。「レトルトの女王」

「缶詰の達人」と呼ばれテレビ出演は140以

上になる。ラジオ、新聞、雑誌、ＷＥＢサイ

トなどで活躍中。著書多数。 

 火災予防運動は、都民の皆様に防火防災に関する

意識や防災行動力を高めていただくことにより、火

災の発生を防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小

限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守るこ

とにを目的としています。 

物を置かない！ 階段・廊下クリーンキャンペーン！ 

 大阪市北区で多数の死傷者を伴うビル火災が発生してからまもなく1年が経ちます。 
 階段や廊下は、建物を利用する人にとって大切な避難路です。ものを置いたりせず、安全
に避難できる状態を保ちましょう。 

講演開始の5分前からご入場いただけます。 
ご来場を希望される方は、お電話または来署にてお申し込み
ください。 
問合せ先：神田消防署予防課防火管理係 03-3257-0119  
受付時間：平日9時～17時 
 
席に限りがございますので先着順(100名程度)とさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策として、手指の消毒、マスクの着用をお願

いいたします。 
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防火管理 令和4年10月 第229号 

便利な機能をご紹介！ 東京消防庁公式アプリ part3 

おすすめ機能 

東京消防庁マップ 消防に関する情報を地図上でチェック！ 

東京消防庁公式アプリダウンロードはこちらから 

[マップ]を選択します。 

他にも 

・消防施設の所在地 

・イベント情報 

・出火危険度(地震時に火災が発生する危険性を評価したもの) 

 

見たい情報を選択します。 

今回は[防火対象物]を選択。 

・認定優良防火対象物 

・公表されている違反対象物 

・火災予防上の命令を受けている対象物 

アプリでも 

建物の安全情報が 

確認できるんだね 

が確認できます。 

等のマップがあります。 

神田 よくみ 10周年！ 
いつも神田消防署の広報活動で活躍している神田よくみちゃん。 

2012年11月秋の火災予防運動で誕生し、今年10周年を迎えます。 

あらためてプロフィールをご紹介します！ 

神田消防署 広報担当 

神田 よくみ 
かつて神田地域を管轄した江戸町火消し

「よ組」から名付けられました。 

特技：ヒップホップダンス 英会話 

好きな食べ物：モンブラン 

誕生日：１０月１８日 

性格：おっとりしているようでしっかり者。 

         さっぱりとした江戸っ子気質。 

地域とともに 安全で災害に強い街 神田をめざして 

これからも よろしくお願いします。 

神田消防署ＨＰ 

神田消防署ホーム

ページの【神田よ

くみコーナー】を

随時拡充予定。 

ぜひ見に来てね。 



講習会場 区分 １１月 １２月 

消防技術試験講習場 

千代田区外神田4-14-4 

防火・防災管理新規講習 
※甲種防火管理新規講習と防

災管理新規講習を併せて実施

する講習 

 １～２   ７～８ 
 ８～９      ９～１０ 

１２～１３   １４～１５  

１５～１６  １６～１７ 

２１～２２ ２５～２６ 

２８～２９ ２９～３０ 

 

 ３～４  ５～６ 

 ６～７  １０～１１ 

１２～１３ １３～１４  

１４～１５ １７～１８ 

１８～１９ ２６～２７ 

２７～２８  

乙種防火管理講習 ４ １ 

防火・防災管理再講習 ３０ ８ 

甲種防火管理再講習  １９ 

立川防災館 

立川市泉町1156-1  

防火・防災管理新規講習 
   １～２   ７～８ 
１４～１５ １９～２０  
２１～２２ ２８～２９ 

 ５～６  １３～１４ 
１７～１８ １９～２０  
２６～２７  

防災管理新規講習  ９ 

乙種防火管理講習 ２５ １２ 

防火・防災管理再講習 １１ ２ 

本所防災館  

墨田区横川４-６-６  

防火・防災管理新規講習 １０～１１ ８～９ 

乙種防火管理講習  ６ 

防火・防災管理再講習 
４ 

２０ １６ 

甲種防火管理再講習 ２５ ５ 

※ 表中の赤文字下線部分は、土・日曜日を含む講習日です。 

※ 新型コロナウイルス等感染拡大防止のため、一部講習に中止や会場の変更の可能性がございます。 

      最新の情報は東京消防庁のＨＰをご確認ください。 

 

 神田防火管理者協議会は、神田地域の防火

管理者選任義務がある事業所の防火・防災意

識の高揚と相互の連絡協調を目的として、昭

和３７年に結成され、現在、約５００名の会

員を有しています。 

 当会の趣旨にご賛同いただける近隣事業所

の入会について、ご一報くだされば事務局員

が説明に伺います。 

神田防火管理者協議会からお知らせ 

各種お問合せ：神田消防署 TEL   3257-0119  FAX 3253-7397 

消防団員募集！！ 

   お問合せ先 

    事務局直通（瀧澤）３２５７－３５６６ 

令和４年度東京消防庁防火標語 

もう一度 確認 安心 火の用心 
菅野 珠加
すがの   み か

 さん（江戸川区在住） 
 

『神田消防署 広報担当 神田 よくみ』は、２０１２年秋の火災予防運動で誕生し、

今年１０周年を迎えます。 


