モチベーショントレーニング
〜チームを共通の目標へ
向かわせるための方法〜

有限会社 ＦＳＣＣ
フクオカ ストレングス＆
コンディショニングセンター
代表取締役 片井 忠 氏

３月 11 日（水）
19：30 〜 21：00

「スポーツは人を育てる」

東海大学付属第五高等学校 サッカー部
総監督 平 清孝 氏

２５日（水）
ハンドベルと懐かしい唱歌
講師 高間美奈湖 先生
自己負担金 ３００円

１１日（水）
ケアビクス
講師 林崎万里子 先生
自己負担金 ３００円

２７日（金）
癒し・機能リハ＆知能リハ
講師 福祉課スタッフ
自己負担金 ２００円

１３日（金）
塗り絵
講師 合屋三千代 先生
自己負担金 ２００円

●申込資格 65 歳以上で町内に住所を
有する人
●開催日時 水・金曜日の朝
（10：00 〜 12：00）

●場
所 ボランティアセンター１階
●定
員 30 人 ※予約が必要です。
●申込み・問合せ先
福祉課 ☎ 932 - 1151（内線126）

指令センター

通報者

「119 番消防です。
火事ですか？ 救急ですか？」

「火事です。」

「場所はどこですか」

「○○町○丁目○番地」「○○宅です」
「○○マンション○号室です」

「何が燃えていますか」

「家が燃えています」
「枯れ草が燃えています」

「逃げ遅れやけが人は
ありませんか」

「逃げ遅れが１人います」
「わかりません」

「あなたの名前と電話番号を
教えてください」

「消防消太です。
電話は○○○ - ○○○○番です」

「わかりました。消防車はそちらに
向かっています」

救急通報例
指令センター

通報者

「119 番消防です。
火事ですか？ 救急ですか？」

「救急です。」

「場所はどこですか」

「○○町○丁目○番地」「○○宅です」
「○○バス停前の…」

「どうしましたか」

「おじいちゃんが急に倒れて意識が…」
「子どもが車にはねられて…」

「逃げ遅れやけが人は
ありませんか」

「逃げ遅れが１人います」
「わかりません」

「あなたの名前と電話番号を
教えてください」

「救急太郎です。
電話は○○○ - ○○○○番です」

「わかりました。救急車はそちらに
向かっています」
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一口メモ︿火災予防運動の起源﹀

６日（金）
お楽しみゲーム
講師 合屋三千代 先生
自己負担金 ３００円

火災通報例
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﹁火の用心﹂のビラを配ったり︑﹁防火講演会﹂を
実施するなど︑警戒心を喚起していました︒全国
統一防火運動のきっかけとなったのは︑昭和２年
に大被害をもたらした北丹後地震で︑この地震の
３周年にあたる昭和５年に近畿地方の二府三県が
参加して︑第１回防火運動が実施されました︒

２０日（金）
フラワーアレンジメント
講師 福祉課スタッフ
自己負担金 ５００円

粕屋南部、中部地区（志免・宇美・須恵・粕屋・篠栗・久山
各町）から 119 番通報すれば、粕屋南部消防本部の消防指令
センターにつながります。消防指令センターでは、火災や救急
の状況、住所、氏名、電話番号などを聞きますので落ち着いて
答えてください。

日本の火災予防運動は︑アメリカにならって行
われるようになったといわれています︒アメリカ
では︑１８７１年 月に発生したシカゴ大火の
周年に際し︑改めて火災予防の必要性を一般に認
識させようと︑１９１１年に﹁火災予防デー﹂が
行われました︒日本でも︑明治時代後期になると

４日（水）
さくらアート
講師 福祉課スタッフ
自己負担金 ５００円

とがありますが︑その際は今いる場所を伝える
こ と で 粕 屋 南 部 消 防 本 部 に 転 送 さ れ ま す の で︑
電話を切らずにお待ちください︒
※通報はできるだけ固定電話をご利用ください︒

１８日（水）
ケアビクス
講師 林崎万里子 先生
自己負担金 ３００円

119 番通報要領

携帯電話から１１９番通報する場合の注意事項

３月

・自動車など走行中の通報は通話が途切れること
がありますので︑できるだけ安全な場所に停車
してから通報してください︒
・通報場所によっては他の消防本部につながるこ

２月

●参加費：無 料
※１項目１単位として、５単位取得で須恵町
スポーツ指導者として認定されます。
（単
位は前年度、翌年度分も有効）
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URL : http://www.kasuyananbu-shobo.jp/

３ 月 ５ 日（木）
19：30 〜 21：00

みんなを守る

アビスパ福岡株式会社
ホームタウン推進部
部長 下田 功 氏

４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために︑住
宅用火災警報器などを設置
する︒
・寝具や衣類からの火災を防
ぐために︑防炎製品を使用
する︒
・火災を小さいうちに消すた
めに︑住宅用消火器などを
設置する︒
・お年寄りや身体の不自由な
人を守るために︑隣近所の
協力体制をつくる︒

「子どもの発育発達と
スポーツ・指導者の役割」

※ 火災予防運動期間中︑町
内全域にわたり消防署・消
防団では︑防火を呼びかけ
る巡回広報を行います︒ま
た︑午前７時と午後９時に
サイレンを１回鳴らします︒
みなさんのご理解とご協
力をよろしくお願いします︒

２月 27 日（金）
19：30 〜 21：00

●開催場所：アザレアホール須恵 3 階大会議室
●参加対象：町内のスポーツサークル指導者、学
校運動部活動外部指導者、講義内容
に興味がある人。
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師

春の火災予防運動が実施されます

講

３月１日︵日︶〜 ７日︵土︶

容

統一標語

内

﹁火の始末 君がしなくて 誰がする﹂

程

春先は空気が乾燥して風の
強い日が多く︑小さな火でも
大きく燃え広がるなど︑火災
が発生しやすい条件が備わっ
ています︒
火災による死傷者や財産の
損失を防ぐために︑３つの習
慣・ ４ つ の 対 策 を 心 が け ま
しょう︒

日

住宅防火
いのちを守る
７つのポイント

生涯スポーツの普及・振興のため、スポーツ指導者認定研修会を開催します。対象は現在、町内
の地域やスポーツサークルで指導をされている人や、講義内容に興味のある人など、どなたでも参
加できます。参加費は無料です。多数のご参加をお待ちしています。

３つの習慣・４つの対策 ―
―
３つの習慣
・寝たばこは︑絶対やめる︒
・ストーブは︑燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る︒
・ガスこんろなどのそばを離
れる時は︑必ず火を消す︒

平成 20 年度 スポーツ指導者認定研修会
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