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全国消防機器協会

50 周年記念式典ならびに表彰
５月 31 日（火）、港区元赤坂の明治記念館において、一般社団法人
防機器協会の設立 50 周年記念式典が消防庁長官

佐々木

全国消

敦朗氏をはじめとす

るご来賓の方々を含め、盛大に執り行われました。また、永年にわたる消防機器
の開発や啓蒙に携わられた方々が表彰され、感謝状と記念品の贈呈式が行われま
した。
当社からは、元日本消防ポンプ協会会長、元当社会長の猪股 敏氏、現日本消
防ポンプ協会会長であり、当社会長の金子
ている技術部課長

小泉

満氏、また、現在開発業務に携わっ

徳生氏、の３名が表彰されました。

表彰された皆様、受賞おめでとうございました。

		

（防災営業部／真田）

功労者表彰でトーハツから３名が受賞
一般社団法人日本消防ポンプ協会の定期総会とそれに伴う平成 28 年度の功労
者表彰が、去る５月 25 日（水）に消防業界関係者多数出席のもと東京信濃町の
明治記念館にて行われました。
この栄誉ある功労者表彰にトーハツ株式会社からは技術部係長 石川 宏氏、防
災営業部主任 田中 映充氏、金子 晃氏の３名が受賞されました。
この３名は消防ポンプをはじめとする防災機器業界の発展に寄与された功労が
認められての受賞となります。今後も消防業界発展の為に大いに尽力して頂きた
いと思います。
この度は受賞されました石川 宏氏、田中 映充氏、金子 晃氏には心よりお祝い
申し上げます。

						

（防災課／山口）

平成 28 年 トーハツポンプ特約
販売店全国大会開催
春暖快適の季節が到来した去る４月 21 日（木）
・22 日（金）
の両日に、平成 28 年トーハツポンプ特約販売店全国大会が静
岡県熱海市にある横山大観ゆかりの熱海大観荘で開催されまし
た。
会に先立ち、熊本地震で犠牲になられた方と平成 26 年４月
よりこの２年間でご他界されました特約販売店代表者様にたい
しまして黙祷を捧げました。
日向社長の挨拶では熊本地震で被害に見舞われた方に心よ
りお見舞いを申し上げ、今大会に参加する予定でありました三
輝物産（株）西銘生治社長及びご家族、従業員の方々ともに御無事で安堵したこと、新モデル VC72PRO Ⅲ Limited を４月より発売す
ることを発表されました。
つづいて青山取締役防災営業部長より平成 27 年の営業報告と平成 28 年の可搬ポンプシェアアップ、積載車・軽積載車・特殊車両の
拡販を盛り込んだ営業方針などが説明されました。
次に工藤取締役技術部長より新モデルの VC72PRO Ⅲ Limited についてデモンストレーション動画を取り入れた発表がされました。
平成 27 年度販売コンクール表彰状贈呈、トーハツポンプ中央会会長逆井英夫様より大会開催にあたり祝辞をいただき、特別講演会で
は前消防長長官坂本森男様より「変化する日本の中で」として人口変化、消防防災体制、平成 28 年度消防庁予算概要等について講演
をいただきました。
第２部の懇親会は九州・山口トーハツポンプ会澤田守雄会長の乾杯の音頭で開会、中部トーハツポンプ会荒木伸男会長の万歳三唱で
閉会し大盛況にて大会が終了いたしました。
特約販売店におかれましては、遠路ご出席を賜り誠にありがとうございました。
（防災中部／髙橋）

2

平成 28 年度

ポンプ会総会
東北トーハツポンプ会
平成 28 年度東北トーハツポンプ会冬季総会が去る６月１日（水）
・２日（木）の両日に、
G7 仙台財務大臣・中央銀行総裁会議場と同様の「ホテル佐勘」で開催されました。
総会は、同ポンプ会の平間会長が挨拶を行い、メーカー２社体制になり優位性のある
ポンプ開発を要望されました。続きましてトーハツ（株）日向社長から日頃の拡販に及び
全国会出席感謝しますとご挨拶を頂きました。
質疑応答では、ポンプ更新年数の短縮に関する内容を皆様と意見を出し合い前向きな
総会になりました。懇親会では、仙台名物牛タンを堪能し和やかムードで歓談し親交を
深めました。
皆様には遠路ご出席を賜り誠にありがとうごいました。
（防災東北／田中）

トーハツポンプ中央会
平成 28 年トーハツポンプ特約販売店全国大会の開催に合わせ、大会翌日の４月 22 日
（金）に、熱海大観荘内の会議室でトーハツポンプ中央会の春期総会が行われました。
総会は、中央会の逆井会長の挨拶でスタートし、平成 27 年度の会計報告と平成 28
年の事業計画等のご報告をさせていただきました。また、販売技術委員会での議題や新
商品 VC72PRO Ⅲやトーハツ製品に関するご意見ご要望などを伺うとともに、業界の近
況報告並びに販売関係の報告をさせていただきました。限られた時間の中でしたが、内
容の充実した総会となりました。
皆様からいただいたご意見やご情報は、今後のサービス向上及び製品開発に反映させ
ていければと思います。
各会員の皆様におかれましては大変お疲れ様でした。平成 28 年度も拡販にご尽力い
ただけます様よろしくお願い申し上げます。
（防災中央／桑澤）

中部トーハツポンプ会
中部トーハツポンプ会の総会が、去る４月 21 日に静岡県熱海市の大観荘にて開催されました。総会は熊本地震にて犠牲になられた
方々に黙祷を捧げることから始まり荒木会長のご挨拶で開始されました。
今回の総会では、平成 27 年度の事業報告、会計報告を行い承認され、役員改選につきましても前期に引き続き荒木会長、松本副
会長、臼井監事で決定をいたしました。来年度の総会につきましては、台湾で行うことも決定し終始和やかに進行いたしました。
会員の皆様には、遠路よりご参加いただき大変お疲れ様でした。					
（防災中部／髙橋）

関西トーハツポンプ会
平成 28 年度トーハツ特約販売店全国会翌日の４月 22 日（金）に、熱海の大観荘内
の会議室で関西トーハツポンプ会の総会が行われました。
開会の挨拶では宮前会長から、熊本地震で改めて防災の意識を強く持って販売活動を
行って行くという挨拶でスタートし、事業報告等のあと、前日発表の VC72PRO Ⅲ
Limited の話題にもなり、新商品への感想やご意見が多く交わされることとなりました。
VC72PRO Ⅲについては今年開催される操法全国大会に向けて、有力な消防団に向けて
デモを行っていく計画など積極的な意見が交わされました。
貴重な情報収集の機会となり、遠方にも関わらず関西トーハツポンプ会の開催にご協
力頂きまして有難うございました。				
（防災関西／田村）

九州・山口トーハツポンプ会
６月 17 日（金）〜 20 日（月）の日程で、タイ・バンコクへ平成 28 年度の九州・山
口トーハツポンプ会総会及び消防視察を兼ねた研修旅行を実施致しました。
総会では澤田会長の挨拶後、事務局より平成 27 年度の会計報告及び平成 28 年年度
の事業計画（案）を報告、審議課題では活発な意見交換を行い終了致しました。懇親会
では日向社長の乾杯の挨拶で始まり、タイ料理を堪能致しました。
翌日は、海軍施設・バンコク市内の消防署を視察。同国の消防事情を知る上で大変有
意義でした。
観光では世界文化遺産のアユタヤ遺跡、絢爛豪華な寺院を見学。環境（気候）の変化
も何とか乗り切り、無事帰国する事が出来、充実した４日間と成りました。
ご尽力頂きました泰聖貿易㈱様には厚く御礼申し上げます。各会員の皆様大変お疲れ
様でした。
（防災九州／荒田）
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関西ボートショー 2016
開花宣言から早くも満開になる中、各地のボートショーの先陣となる『関西ボートショー 2016』が新西宮ヨットハーバー
にて開催されました。
海上展示は新西宮ヨットハーバーらしく大型ヨットや豪華クルーザーが華々しく飾られ、陸上では用品、航海計器や輸
入車、好評のセミナーも開かれ、来場者も行く先々で楽しいイベントを肌で感じられるボートショーです。
トーハツは同日開催にてリトルボート・アキレスボートの試乗会が開催されたこともありインフレータブルボートと小型
船外機を展示し試乗会へのお誘いを実施。
新規に免許を取られた方のダイレクトメール効果から小型ボートに興味を持たれる方の来場も多数あり、トーハツブー
スから、そのままリトルボートの試乗会に向かわれる熱心なファンも多々ありました。
３日間とも好天に恵まれ多くの来場者があり、３日間を通じ 6,324 人の入場者数を記録。
関西ボートショーとリトルボート試乗会にご協力を頂いた販売店、協賛いただいた各社の皆さまに厚く御礼申し上げます。

（マリン関西／山中）

来場者数ナンバーワン 海の駅発祥ご当地ボートショー

第 31 回 広島ボートショー・マリングランフェスタ 2016

風光明媚な多島美、広島では 31 回目を迎える広島ボートショー・マリングランフェスタ 2016 が開催されました。
穏やかな海と真っ青に晴れ渡った空の中、初日は開幕前から熱心なファンが押し寄せ、２日目の低気圧の影響による強
風の中も熱心に各社の新艇を見に来られた方は２日間で 8,028 人の来場者を記録致しました。
有名な講師による釣り講座、陸上展示、ニューモデルが並ぶフローティング、ミニボートの体験試乗、大型クルーザー
の体験乗船と目白押しのイベントに桟橋も人の波が切れることなく、多数の予約待ちに開催スタッフは慌ただしく駆け回っ
ておりました。
トーハツは TFW17R と好評発売中の４ストローク MFS50A セット艇を展示、お手頃価格と使い勝手の良さに注目度も
高く、翌週の販売店で開催予定の試乗会の問い合わせ、試乗予約も大変多く注目を集めていました。またトーハツ船外機
を搭載したアキレスボートはその場での成約も複数あり、シーズン到来を前に明るい兆しに笑顔が絶えませんでした。
当日は日本マリン事業協会副会長でもある当社の金子会長も応援に駆けつけてくださり、たくさんの販売店様へ感謝の
言葉をいただきました。
昨年この場でお買い求めいただいた MD 直噴船外機のユーザーやミニボートファン、既に 15 年目となられる TF235
のオーナーもお見えになり、熱いファンの来場に２日間ともスタッフは走り回っておりました、ブース応援に駆け付けてく
ださいました販売店の方々に厚く御礼申し上げます。
（マリン関西／田中）

2016 四国フローティングボートショー
海フェスティバル IN 新居浜 2016
今年６回目を迎える『2016 四国フローティングボートショー海フェスティバル IN 新居浜 2016』が愛媛県新居浜市
のマリンパーク新居浜にて開催されました。
海上には試乗艇、陸上には展示艇、優良中古艇も並び、マリン用品の展示から特設ステージではロープワーク講習な
ど講習会が催され、人気釣りガールの福田あかりさんによるトークショーと大盛り上がりの２日間、総勢 1,112 名の方々
が訪れ、それぞれのマリンライフを満喫されていました。
会場には 2017 年エヒメ国体、エヒメ大会の応援マスコット、愛媛のゆるきゃら『みきゃん』も駆けつけ、行く先々で
ちびっこ達の歓声に囲まれておりました。
トーハツはアキレスゴムボートと船外機を展示。見て触れてやってみる、
ゴムボートの組み立てやたたみ方の実演を行い、
レクチャーを受けられて、以外に簡単だと安心して購入される方もいらっしゃるなど、終始、小型ボートファンが駆けつけ
てくれた２日間でした。
応援いただきました販売店様に心より厚く御礼申し上げます。
（マリン関西／中野）

名古屋ボートショー 2016 in 常滑
中部最大のマリンイベントである名古屋ボートショー 2016 in 常滑は、去る４月 15 日（金）、16 日（土）、17 日（日）
の３日間、愛知県常滑市の NTP マリーナ『りんくう』で開催されました。
15 日（金）、16 日（土）の両日は好天に恵まれ 10：00 のオープンより多数の家族連れが訪れ、各メーカーの試乗申
し込みブースに殺到する盛況ぶりで大型、中型、フィシング艇の試乗を楽しまれていました。
本年度はアキレス（株）様の協賛を得て初めてミニボート体験乗船を行い、２馬力をセットしたゴムボート２艇を試乗
艇として出品したところ、家族づれの試乗申込みで順番待ちの状態に！！
初めてゴムボートを試乗されたお客様は『２馬力でこんなに速力がでるのに驚いた。しかも免許不要で操船できるとは
知らなかった』と驚きの声が寄せられ早速見積もり依頼されるお客様もいらっしゃいました。
トーハツは TFW-25R（BFT90 馬力仕様）を試乗艇として出品し、こちらも一時は順番待ちの盛況ぶり！！試乗された
お客様は 30 ノットオーバーの速力に大満足され、コンソール BOX 内のマリントイレ、T トップの強度、キャスティングデッ
キの広さ等こまめにチェックされていました。
17 日（日）はあいにくの悪天候で開催は中止となりましたが船外機も含め多数の見積もり依頼もあり大盛況のボート
ショーで幕を閉じました。関係各位には深くお礼申し上げます。
（マリン中部／山中）

4

さわらマリンフェスタ
春風が心地よくなってきた４月 16 日（土）、17 日（日）の２日間、水の郷さわらにて「さわらマリンフェスタ 2016」
が開催されました。
今年で２回目となる本イベント。レジャーボート、ジェットスキー、免許不要のミニボートと様々なボートに体験試乗が
出来るとあって、大変好評を頂いております。
当社も人気のフィッシングボート「TFW-25R」に低燃費でパワフルな「BFT90A」をセットし、参加致しました。
来場頂いたお客様は目的に応じたボートは素より、日頃なかなか体験できる事が無い最新鋭のジェットスキーやミニボー
トの体験試乗をお楽しみいただきました。
生憎期間中は風が強く、２日目には午後から雨と天気にこそ恵まれませんでしたが、徐々に活気づいてくる北関東のマ
リンレジャーに市場回復の兆しを感じた２日間となりました。
（マリン関東／木村）

アキレス試乗会開催
横浜ボートショーを終え、シーズンインを思わせる春の陽気の中、４月９日（土）、10 日（日）の２日間、東京夢の島
マリーナを会場に、アキレスボート春の試乗会が行われました。
コンパクトに収納できる一方で、航走性能も高いアキレスインフレータブルボートは、入門者からレスキュー／パトロー
ル等のハードユースまで幅広い環境で利用されています。
当日は、船舶免許不要で手軽にマリンレジャーを楽しんでいただける２馬力船外機搭載のボートを中心にそろえたほか、
小型船舶免許取得後のステップアップを考慮した余裕ある馬力帯の船外機を搭載したボートまで用意されました。
来場者の中には、横浜ボートショーで実物を確認した後、カタログを手に幅広いラインナップの中から細部まで研究し
数艇に絞り込んだうえで、今回の試乗会後に来場された方や、友人や家族と気軽に釣りを楽しみたい方々まで多くのひと
が訪れました。ボートだけでなくトーハツ船外機に触れ、始動性や操作性を体験し、その面白さを実感いただける２日間
となりました。
インフレータブルボートは、安全な扱い方・遊び方を理解することで、気軽に各地のゲレンデまで出かけられるうえ、
目的により遊び方が無限に広がるマリンレジャーのひとつです。安全性や信頼性を追求したトーハツ船外機は、様々なマ
リンレジャーを楽しむ人びとの夢を乗せて走ります。
（マリン課／大坪）

宮島ビューマリーナ春の合同試乗会
風薫る新緑の季節、世界遺産のひとつ、厳島（宮島）の対岸にある『宮島ビューマリーナ』にて合同試乗会が開催さ
れました。
風光明媚、多島美で知られる瀬戸内海のなかでも、ひときわ穏やかな大野の瀬戸は特産品に、あさり、牡蠣があり、
大野ブランドとして全国展開されています。
会場には、この穏やかな海でボートライフを始めようとする大勢の方が訪れ、各社一押しのボートを試乗しておりました。
トーハツは釣り易いレジャー和船 TFW17R と TFW25R を出船、TFW25R には余裕の走りが楽しめる４ストローク 90
馬力を搭載、T-TOP 装備のスタイリッシュ感から人気、注目度とも高く、TFW17R には発売以来、大好評の４ストロー
ク 50 馬力を搭載、コンパクトとボディーの機動性の高さとお手軽感から商談も複数あり大変 HOT な２日間でした。
２日目には地域で有名な『三丁目のたこ焼き屋さん』、通称『さんたこ』キッチンカーがお客様を出迎え、賑わいに味を
添えておりました。
主催いただきました宮島ビューマリーナ様に厚く御礼申し上げます。
（マリン関西／石丸）

東京ボート
（株）試乗会
４月 23 日（土）〜 24 日（日）に今年も埼玉県の東京ボート（株）主催の合同試乗会が開催されました。
今年は２日間共まずまずの天気に恵まれ、シーズンを待ちきれないお客様が主要メーカーのニューモデルや高品質の中古艇も一同に展示しているとあって、
多くの人が訪れ、熱心に展示艇を見学しておりました。
そんな中、我がトーハツはトイレ付和船で話題のモデル TFW-25R を出展しました。シーズン突入直後とあって、太公望達が TFW-25R のポテンシャルを隅々
まで確認していました。
そんな熱心なお客様大勢に丁寧に展示艇をご案内し、盛況の内に試乗会の幕が閉じました。
（マリン関東／飯島）

（株）
富士ボーティング試乗会
マリンシーズン到来の５月 21 日（土）〜 22 日（日）に世界遺産富士山の麓、駿河湾、静岡県沼津市の（株）富士ボー
ティング様において３メーカー合同の試乗会が開催されました。
試乗会両日とも絶好の試乗会日和とあり多くの試乗希望のお客様が訪れました。
各メーカー共に自社の自信作を試乗艇として持ち込む中、当社は釣り機能に特化しながらプレジャーユースに対応した
独自路線の TFW-25R を投入し、他社とは違った路線で訪れたお客様の注目を浴びていました。また今回（株）富士ボー
ティング様の企画で、来場されたお客様全てに BBQ スタイルでの振舞いを行い、来場されたお客様全てがマリンレジャー
の楽しさを満喫されていました。
そんな中で今後の成約に繋がるホットな商談も数多くあり、とても有意義な試乗会となりました。（マリン関東／飯島）
富士ボーティング試乗会
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ミャンマー連邦共和国へ消防車両及び可搬消防ポンプを寄贈

2016 年５月初旬の気温 30℃を超す猛暑の中、首都ネピドー消防本部にて関係大臣、現地消防幹部及び関係者多数の出席のもとで盛大に寄贈
式が実施されました。また、寄贈式は現地販売店にご協力いただきました。
式典後のデモンストレーションでは現地消防職員の協力のもと、４線放水や 40m 梯子車の先端からの２線放水など、トーハツポンプの誇る性
能を存分にアピールする事ができました。
今回の寄贈にあたっては、トーハツポンプ中央会からポンプの収集にご尽力を頂き誠に感謝申し上げます。合わせてトーハツからは、弊社デモ
車両として活躍していた小型水槽付消防車両１台及びポンプ６台を寄贈させて頂きました。
日本の友好国であるミャンマーの経済発展のために、防災力強化という面からお役に立てることを願っています。

鹿児島

（防災海外／程田）

薩摩川内市消防局指揮隊車納入

日本一の大きさ・重さを誇るジャンボ綱を男たちが一斉に引き合う大綱引で有名な薩摩川内市に、去る３月 24 日（木）晴天の下、指揮隊車を
納入致しました。
災害時において、現場指揮を担うコントロールタワーとなる車両です。災害現場で必要な情報ツールを搭載ししたほか、ガスなどの各種検知機
器を積載して効率的・効果的な消防活動を行うことを目的として、配備されました。
市民の人命財産・安全を守るの強い味方となるでしょう。
今回の納入にご尽力頂いた薩摩川内市消防局様並びに（株）鹿児島消防防災様には厚く御礼申し上げます。

（防災九州／荒田）

東電フュエル株式会社様向け「教育訓練指導車」納入
３月 24 日（木）東電フュエル株式会社様より受注をいただいた「教育訓練指導車」の検収
を行いました。その後、寒川神社に移動して車両が安全に運用されるよう関係者の皆様と一緒
に安全祈願を行いました。
この車両は、発電所で働く方々を教育・訓練するための資機材が搭載された車両となってお
ります。空気呼吸器、可搬消防ポンプ、組み立て式水槽、防火衣などが搭載されております。
シャーシはニッサンシビリアンを採用し、東電フュエル株式会社様のコーポレートカラーであ
る鮮やかなグリーンに再塗装を施しました。お客様が「この車で良い訓練ができそうです。」と
やる気に満ち溢れている様子が印象的でした。
今回、ご採用いただきました東電フュエル株式会社様には改めて厚く御礼申し上げます。
（消防車両課／白澤）
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IFCAA 2016 OSAKA 〜大阪国際消防防災展出展〜
６月８日（水）から 11 日（土）まで、大阪市南港地区において「IFCAA 2016 OSAKA」が開催されました。
このイベントは、
「第 29 回アジア消防長協会総会」
「大阪国際消防防災展」
「消防防災・国際救助隊合同訓練」
「第
68 回全国消防長会総会」などの総称となっています。トーハツ株式会社は 10 日（金）、11 日（土）にアジア太
平洋トレードセンター内 ATC ホールで開催された「大阪国際消防防災展」へ出展いたしました。
展示物は、水陸両用車、軽資機材搬送車、国際消防防災展ということで国内・海外向けポンプをそれぞれ展
示いたしました。その他にも、地震体験車、浄水器、暗視カメラ、トーハツクラウドシステムなどブースいっぱい
に多くの商材を展示しました。
来場者数は、１日目 19,897 人、２日目 20,703 人と多くの方が来場されました（※大阪国際消防防災展及び
同時開催の消防ふれあいフェスティバルの来場者を含む数となっております）。
「平成 28 年（2016 年）熊本地震」や頻発する地震の影響により、地震体験車の説明ブースには熱心に話を
聞く方の姿が見られました。
11 日（土）は休日ということもあり、家族連れが多く来場されていました。車両自体の大きさもあってか、一
際目立っていた水陸両用車は子どもたちに大人気となっていました。
今回のイベントにご協力をいただきました関係者の皆様並びに、ご来場いただきました販売店様に厚く御礼申
し上げます。
（消防車両課／白澤）

平成28年度

トーハツポンプサービス研修会
トーハツ
弊社主催による「平成 28 年度 トーハツポンプサービス研修会」が去る５月 30 日（月）〜６月３日（金）まで駒ヶ根工場に
て開催され、全国７社の販売店より計 11 名（弊社研修生１名含む）の研修生が参加して行われました。
この研修会は毎年開催され５日間にわたりトーハツポンプの基礎的知識や最新型のポンプの構造把握分解組立などを主に習
得する目的で開催されております。普段、ポンプに接していない方を初め過去にこの研修に参加された方がレベルアップのため
に再受講したりしているほか、消防操法の取扱い運用等の普段では習得しにくい内容まで受講して頂いております。
また研修生の中にはポンプの実務経験は無いが、自動車整備士の資格を有している方がおり、他の研修生に解りやすく丁寧
に教えている姿が印象的でした。
最終日前日には、トラブルシューティングを行いましたが、この５日間、皆さん積極的にポンプに触れていることもあり、トラブル解決に要する時間も短く、時間が余るほど
に・・・。各グループとも「トラブルを解決したい！」という熱心さがひしひしと伝わってきました。
５日間という長いようで短かった今回の研修会、無事に終えての閉幕となりました。参加された研修生によって若干レベルが異なるため、今後は全ての方一人ひとりに理解
してもらえるよう、さらに内容の見直しを図り、他モデルについての研修も視野に入れ内容の濃いものへと変化させていきたいと思いますので、ぜひ次回からもご参加頂けた
ら幸いです。
研修会開催にあたりご参加いただいた研修生の皆さん、大変お疲れ様でした。
（サービス室／新井）

トーハツポンプ中央会
弊社主催による「平成 28 年度 トーハツポンプ中央会サービス研修会」が去る５月 20 日（金）に温井自動車工業㈱にて開
催され、中央ブロック８社の販売店より計 21 名の方々が参加して行われました。
研修は、
V20E、
VF の「トラブルシュート」及び VC72PRO Ⅲ Limited の「実演」の内容で行われました。V20E、VF の「ト
ラブルシュート」では、多少なりとも苦戦している場面もありましたが、皆さんで意見を出し合い、協力し合いながら、一つひ
とつトラブルを解決していく様子がとても印象的でした。
VC72PRO Ⅲ Limited の「実演」では、我々講師の話に熱心に耳を傾けて頂き、皆さんのやる気に満ち溢れた様子がとて
も印象的でした。
１日間という短い時間でしたが、中身の濃い充実した研修会を無事に終えることができました。今後も、今回開催した研修会の内容を見直し、より中身の濃いものへと変化
させていき、販売店の方々の要望に即した研修会を開催したいと考えていますので、ぜひ次回の研修会もご参加頂けましたら幸いです。
研修会開催にあたり会場をお貸し頂きました温井自動車工業（株）様、誠にありがとうございました。重ねて誌上より厚く御礼申し上げます。
また、この度、ご参加頂いたトーハツポンプ中央会の皆様、大変お疲れ様でした。	
（サービス室／河村）

中部トーハツポンプ会
ブロック会主催による「平成 28 年中部トーハツサービス研修会」を、７月６日（水）は会場を長野ポンプ（株）様、７月８日
（金）は会場を（株）ウスイ消防様において開催され、総勢 18 名の方に参加いただきました。
VF53/63 シリーズが販売され 10 年の節目でもあり、エンジンショートブロックの分解組立及び VC72PRO Ⅲのセールスポイ
ントを研修の内容といたしました。
中部地区では、エンジンショートブロックの分解組立は初めてであり、４ストロークエンジンはどのような部品構成及び機構に
ついてなのか学んでいただきました。アンケートの中では、
「細部まで分解を行ったことで今後の修理の自信になった」との意見
も頂き有意義な研修会を行うことが出来ました。
研修会にあたり会場をお貸しいただきました長野ポンプ（株）様、
（株）ウスイ消防様には厚く御礼申し上げます。研修会に参加いただきました研修員の皆さん、大変お疲れ
様でした。
（防災中部／髙橋）
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トーハツ協力会 60 周年記念式典開催
トーハツ協力会 60 周年記念式典が去る３月 18 日
（金）
に駒ヶ

60 周年記念式典には、金子会長、日向社長をはじめ協力会

根市の駒ヶ根ビューホテル四季で開催致しました。トーハツ協

社 37 社を含む 59 名が参加され、トーハツからトーハツ協力会

力会は、1956 年に協力会社 25 社とトーハツ１社にて発足し、

に感謝状、記念写真を贈呈し、トーハツ協力会から記念品を頂

今年で 60 周年を迎えます。現在では協力会社 37 社とトーハツ、

戴しました。その後の祝賀会も盛大に執り行われ万歳三唱にて

トーハツマリーン２社の合計 39 社になります。

無事閉幕しました。

平成二十八年度志村消防団操法大会
去る６月 12 日、板橋区にあります東京都中央卸売市場板橋市
場にて平成二十八年度志村消防団消防操法大会が行われました。
トーハツとしては地域社会に貢献するべく「消防団協力事業所」
として平成 21 年登録され現在まで消防団活動や地域の防災訓練
等に協力しております。
この大会に集結した消防団は板橋区志村地区に全 10 分団あり
まして、各分団単位でこの大会に合わせて日夜、訓練を積みかさ
ねております。
訓練の内容は団員の規律、機動力、正しい操作、更に全体のチー
ムプレーなどから構成されており、プロの消防署員も顔負けの熟
達ぶりに驚いておりました。また、選手として参加している団員の
家族等多くの声援があり、日頃、見ない凛々しい姿に家族も驚い
ておりました。
結果出場 10 分団中頂点を極めたのは我がトーハツが消防団協
力事業所としてお世話になっている志村消防団第二分団！
平成５年優勝より実に 23 年ぶりの栄冠獲得に歓喜、酔いしれ
ていました。おめでとうございます！

発

（防災課／井手）

行

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL（03）3966-3116 ／ FAX（03）3966-0090
トーハツ株式会社
トーハツパートナー編集局
編集兼発行責任者 牧 邦治／青山

滋

（トーハツマリーン／宮阪）

志村消防団第二分団に

晴れの栄誉！

