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別府市消防団報『暖』 
ごあいさつ 

別府市消防団⾧ 別府市消防⾧
     藤内 英伸                    須﨑 良⼀

★★令和３年度新入団員教育訓練を実施しました！★★

令和３年１０月１０日(日)、消防本部庁舎周辺において令和３年度新入団員の教育訓練を行いました。 

  この訓練は、災害現場において「安全・確実」な活動が出来るための基礎となる知識・技術を習得する 

とともに消防団の組織編成や身分、報酬等を理解することを目的としています。今年度は９名が参加し、 

訓練礼式、救急訓練、放水訓練などを実施しました。 

礼式訓練             救急訓練             放水訓練 

８号 

別府市消防団報「暖」第８号が発刊の運びとなりました。

団員の皆様には、様々な職業に就きながら、火災をはじ

めとする各種災害に身を挺して郷土を守る、崇高な任務を

担っていただくとともに、訓練や予防啓発などの行事にも

参加いただき、感謝に堪えません。 

 国際観光文化都市である別府は、年間多くの観光客が訪

れ、世界に誇れる温泉地であります。「安心して、ゆっくり

過ごせる安全な別府」を提供するため、消防本部の皆さん

とともに活動をしています。 

 今後も、地域住民や別府市を訪れる観光客の皆様に安心

感を与えるような存在となるため、ご尽力をお願いいたし

ます。

この度別府市消防団報「暖」第８号の発刊にあたり、ごあ

いさつ申し上げます。団長をはじめ団員の皆様は、地域防災

力の中核として不可欠な存在となっており、昼夜を問わず災

害対応等を行っていただき、心から深く感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症により様々な行事が延期、中止

となる中、消防本部は消防団と共に、コロナ禍においても発

生する火災・地震等の各種災害に対応しております。今後発

生する災害に打ち勝つためにも、皆様のご協力が必要不可欠

ですのでお力添えを何とぞお願いいたします。 

結びに、この団報「暖」が、市民や消防職・団員に親し

まれるコミュニティー広報誌となりますようご祈念申し上

げます。    



叙 勲  受 章 者  
令和３年春   瑞宝単光章 

元第１１分団分団長  藤木政之 様  元第１６分団分団長 久保幸孝 様 

令和３年秋   瑞宝単光章 
元第８分団分団長    荒金英世  様  元第１１分団分団長 木村健三  様 

「大分県消防大会」が開催されました

 令和３年１２月５日（日）に「令和３年度大分県消防大会」が豊後高田市中央公民館でコロナ感染拡大防止の

ため縮小して開催されました。消防職団員の日頃の消防防災活動に対する功労に報い、士気の高揚を図るととも

に、防火思想の普及啓発を促進することを目的に県下の消防職団員約１，２００名が表彰されました。 

◎大会当日に参加していただいた団員の皆様、大変ありがとうございました。 

【受章者】 

    ◎大分県知事表彰 

 【永年勤続功労章】 

                                  第１２分団 分団長 桑原 誠二 

◎大分県消防協会長表彰 

団幹部紹介 

団本部 

団 長      藤内 英伸 

 副団長    関  正勝 

副団長      後藤 一彦 

本部分団長  佐藤 隆博 

本部分団長 永井 幸己 

本部分団長 齊藤 孝一 

分団長 

女性分団長   原田かほる 

第１分団長   小野 征治 

第２分団長   月足 原之 

第３分団長   浦野 洋史 

第４分団長   佐伯 文利 

第５分団長   平野  等 

第６分団長   彌田 万平 

第７分団長   前田 和宏 

第８分団長   一力 秀次 

第９分団長    赤峰 善行 

第 10 分団長   右田 順次 

第 11 分団長   梶原 英敏 

第 12 分団長   桑原 誠二 

第 13 分団長   荒金日出夫 

第 14 分団長   齋藤 金次 

第 15 分団長   大野 秀雄 

第 16 分団長   久保 晴彦 

第 17 分団長   園田 文丸

【３５年勤続】 

第１３分団  分団長   桑原 誠二

【３０年勤続】 

第３分団   部長    木村 恭介

第４分団   班長    荒金 修司

第６分団   副分団長 中島  浩 

第６分団   部長   佐藤 隆太 

第７分団   分団長  前田 和宏 

第７分団   副分団長  沖崎  明 

第７分団   副分団長 小田 勝美 

第８分団２部 部長      鶴田   浩 

【２５年勤続】

第３分団   班長   都留 慎治

第４分団    部長   島津 浩三 

第６分団     部長     荒金 博隆

第９分団２部 部長     加藤 雄二   

第１２分団  副分団長 永野 久幸 

【２０年勤続】 

女性分団   副分団長  與品 春江 

第３分団       班長  溝田 貴樹  

第５分団       班長  谷口   亮 

第６分団       部長  有田 道信 

第６分団    班長  菊池 裕二 

第６分団       班長  屋田 正仁 

第１１分団    部長  安波 華奈 

第１２分団     班長  田邉 達也 

第１５分団     班長  三宅   聡 

第１５分団   団員  大野 克貴 



「令和４年消防出初式」を開催しました 

別府市消防出初式が令和４年１月９日（日）別府市公設地方卸売市場で行われました。 

今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年に続き行事内容を縮小して消防関係者で執り行い

ました。服装点検の後、勤続表彰を行い市長表彰（６名）・団長表彰（２１名）計２７名の方が、長年にわたり消

防団活動のご功績により表彰を受けられ、その後、別府市の更なる発展と新型コロナウイルス感染症の終息を祈

念し、放水点検が実施されました。 

来年度以降は、行事の再興を目指し準備して参ります。今後とも、別府市消防団をよろしくお願いします。 

 服装点検                     市長表彰 

団長表彰                    放水点検  

来賓祝辞                    万歳三唱 

女性分団ラッパ隊  



◎ 市長表彰（勤続１５年） 

第  ６分団   班長 弥田 俊文         第１４分団   班長 田中 隆司 

第  ６分団   団員 宮﨑 亮輔          第１４分団   班長 田中 晃章 

第  ９分団１部  部長 西尾 秀之         第１４分団      団員 田原 聡士 

◎ 団長表彰（勤続１０年）

女性分団     班長 手嶋 麻理        第  ８分団２部  団員 吉良  学 

女性分団      団員 永野 由美子        第  ９分団１部  班長 篠村 泰之 

女性分団     団員 保月 貴恵        第  ９分団１部  班長 河野 主税 

第 １分団    団員 西田 宗史        第 ９分団１部  団員 今村  博 

第 ３分団    団員 矢部 康一郎       第 ９分団２部  団員 加藤 清廣 

第 ３分団    団員 沼田 守生        第 ９分団２部  団員 安部 清美 

第 ３分団    団員 赤星  晃        第１１分団    班長 園上 貴志 

第 ６分団    団員 後藤 雅孝        第１１分団    班長 森  裕二 

第 ６分団    団員 竹尾 好史        第１３分団    団員 高木 直久 

第  ８分団２部  団員 加藤 仁士        第１４分団    団員 八神 康之 

第  ８分団２部  団員 藤内 達也 

◎ 表彰を受けられた皆様、おめでとうございます。 

令和３年度新入団員紹介 

消防団員募集中！ あなたの力が必要です！ 

随 時 募 集 中 ！ 

消防団とは、地域防災の要として「地域や家族を守りたい」そんな熱い思いで活動を続ける団体です。

【問い合わせ・申し込み先】   

別府市消防団各分団長または 

別府市消防本部 庶務課  

�０９７７—25-112３まで！ 


