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Photo :第21回全国女性操法大会（宮城県大和町女性消防隊）

C O N T E N T S

●年頭ご挨拶 ………………………………………………… P2
●金子社長、東大使に接見 ………………………………… P3
●消防庁長官表彰式 ………………………………………… P3
●広島にて救助関連プロツールを展示 …………………… P3
●東北・北海道トーハツポンプ会総会 …………………… P3
●第 21回女性操法大会開催………………………………P4～5
●東京国際防災展、プロツール展示 ……………………… P4
●船外機OEM供給開始式典開催…………………………… P5
●横浜ボートフェア ………………………………………… P5
●鹿児島県、宮城県、福島県にて試乗会開催 …………… P6

●宮古市田老漁協展示会……………………………………… P6
●BOAT GAME FISHING 2013 in 塩釜…………………… P6
●消防職員初任、機関員、ポンプ会の講習会開催 ……… P7
●中部・中央会トーハツポンプ総会開催 ………………… P7
●五島市VC62BS 12 台納入 ……………………………… P7
●熊本県山都町VF53AS、VF21BS納入 ………………… P7
●損害保険協会からの寄贈　壱岐に納入 ………………裏表紙
●欧州ディストリビュター・ミーティング開催 ………裏表紙
●佐賀県・島根県消防操法大会開催 ………………………裏表紙



平成26年　年頭ご挨拶

トーハツ株式会社

代表取締役社長　金子　満

　光り輝く平成26年の新春を迎え謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　社員一同と共に、新しい年を迎えることができるのも日頃ご支援を賜っております皆様
方のお蔭と紙面をお借りしまして深く感謝申し上げます。
　一昨年の12月に発足した第二次安倍内閣の三本の矢である、大胆な金融政策、機動的な
財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を基にした経済政策により、株価の回復、ドル高
円安への移行など、ここ近年にない経済変化が見られたのが昨年の特徴でした。
　具体的な経済政策では、昨年の１月に実施された20兆円にも及ぶ緊急経済対策にも起因
し景気の上方修正が発表され、為替レートも90円台のドル高を基調とした安定値に留まる
傾向が見られました。一方世界の経済成長率は一昨年のプラス3.1％並みの３％で終わった
ものと見られます。
　さて、新しく迎えた平成26年、世界の経済成長はプラス3.6％と、バランスシート調整が
進む米国経済の持ち直しや新興国の堅調さが５年ぶりに加速すると見られています。国内
の経済動向としては、昨年の経済成長率１％からやや上昇して1.4％から1.5％で推移する
であろうというのが一般的な見方です。このような経済予想の中で、日本経済を支える製
造業への影響を見極め、経営の舵取りをすることが必要になってまいります。
　昨年９月に東京への招致が決定したオリンピック、パラリンピックや今年４月からの消
費税８％への増税も景気動向からすると、消費の拡大と消費圧縮の全く真逆のベクトルが
作用することになりますが、景気の拡大には期待を致しております。
　午年の経済は尻下がりと言われ、平成14年の午年ではデフレスパイラル化への落ち込
み、株価の９千円割れなどが記憶に残っております。しかしながら、災害や自然現象の経
済への影響は皆無ではありませんが、経済は我々一人一人の活動が集約され、その数字が
作られると言っても過言ではありません。
　新年を迎え今年トーハツは、社員全員が更に環境の変化にレスポンス良く対応する誓い
を新たに致しました。
　「社会貢献」「顧客満足」の企業理念の基に今年の干支にちなむ格言「生き馬の目を抜く」
の姿勢で積極的にスピードを持ってチャレンジを続けてまいります。何卒旧年に増しての
ご支援、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　文末になりますが、新しい年が皆様並びにご家族様にとりまして幸せな年となりますよ
う心から祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。



　９月９日（月）、金子社長、藤田室長、阿部の３名にて、外務省を訪れ、先にモーリタニア駐日本国全
権大使として３年間活動をされ、先月末に帰任されておられます東博史大使に接見する機会を得ました。
　東大使は 2009 年に同国首都であるヌアクショットに初めて日本大使館を設置された初代大使であり、
以降日本企業の同国進出に協力されてきた実績が多くあります。
　2012 年に現トーハツ代理店を紹介くださり、また知名度向上のために代理店開設式典を開催、式典へ
列席いただいた結果、１年間で363台の出荷実績を出せたきっかけづくりの立役者が東大使であり、今回、
本件における功績を金子社長より直接御礼するために外務省を訪問しました。
　金子社長からはこれまでの大使のご支援に対する感謝とこれからも責務をまっとうしてゆく意思表明
をし、それ対して東大使からはトーハツのみなさんがこの１年間いちばん同地に出張され、代理店への
販売・サービス・部品指導をされた結果、漁師さんたちに支持されたことが販売を急速に伸ばしている
理由であり、今後も継続的な活動に期待します、と力強いおことばをいただきました。
※なお、東大使は10月よりポルトガルの全権大使として赴任されます。

（商品企画室／阿部）

金子社長、
東大使に
接見

　去る８月22日（木）に、第 42回全国消防救助技術大会
開催に併せ、陸上会場にて出展いたしました。
　大会出場者は約1,000名、来場者数は約18,000名。
　場所は、原爆ドーム前の旧広島市民球場跡地をメイン会
場とした中央公園一帯で、猛暑の中での開催となりました。
　当社は、救助用資機材（水中探索機、熱画像直視装置、赤
外線温度警報装置、画像探索機など）を中心に、隊員用の個
人装備品などを展示いたしました。
　当日配布の当社チラシにライト・マルチツール・肘膝用パッ
ドが、即売中の消防向け通販業者より安価だったこともあり、
多数のお客様が弊社ブースにご来訪いただきました。
　私自身が余りの暑さにダウンするハプニングもありました
が、一緒に展示をしていた防災関西の田村さんや水中探索機
のメーカー様にご助力いただき、無事終えることができました。
　改めまして、ご来訪のクマヒラセキュリティ様をはじめ関
係各位の皆様には、厚く御礼申し上げます。

（防災営業部 救助・救急資器材担当／友田）

　今年の東北トーハツポンプ会秋季総会
は春に続き奥州三名湯の秋保温泉「ホテ
ル佐勘」にて去る 11 月 18 日（月）に
開催されました
　総会は平間会長及びトーハツ㈱金子社
長の挨拶後、青山部長より業界の近況報
告と平成26年度概算要求の概要を説明。
事務局より販売に関する説明と総務省消
防庁物件の納入協力依頼を説明。各特約
店様からは地域近況報告とご意見を頂き、活発な意見交換を行いました。
　続いて行われた同ホテル内での懇親会では更なる結束を固めた次第です。
　翌19日（火）は親睦ゴルフ大会を開催。天候にも恵まれ平間会長が優勝しました。
トーハツ㈱金子社長が準優勝と接待ゴルフに専念した次第です。
　会員の皆様、大変お疲れ様で御座いました。

（防災東北／中島）

◎東北トーハツポンプ会秋季総会開催

　第 22 回北海道トーハツポンプ会総会
が、12 月５日（木）に札幌パークホテルに
て開催されました。総会前に昼食を頂きな
がら穏やかなムードで歓談、情報の交換を
行い、親睦を深めました。総会が始まり、
同会の八木会長の挨拶をはじめトーハツ
㈱金子社長、㈱北海道モリタ中川新社長
の挨拶があり、業界の近況報告がされまし
た。質疑応答では活発な意見が飛び交い
閉会となりました。
　同会員の皆様、並びに事務局の㈱北海道モリタ様、ご多忙の中ご参加いただき誠に
有難うございました。

（防災営業部／小鷹）

◎北海道トーハツポンプ会総会

広島に
て 平成 25年度

金子社長と東大使 トーハツ代理店開設式典（2012年12月６日）列席者風景
 （東大使、漁業大臣、カナダ大使、モーリタニア２大銀行頭取など参列）

トーハツ船外機を紹介するスピーチをされている東大使

後　送

　11 月 1 日（金）、東京都港区の明治記念館で消防設備保守関係功労者表彰式が開催されました。式は大石利
雄消防庁長官の式辞に続いて行われ、当社の小山将取締役営業本部長は消防機器開発普及功労者表彰を受賞
されました。
　この賞は消防用設備等の設置及び維持管理の適正化等を通じて、消防行政の推進に寄与しその功績が顕著で
あった方を表彰するものであり、長年の功績が認められての受賞となりました。長官表彰の各賞は個人 50 名と
10団体が受賞、また日本消防設備安全センターの各賞は個人100名と50団体が受賞されました。

（防災中部／福田）

「消防庁長官表彰式」

救助関連のプロツールを展示
“第42回全国消防救助技術大会”が開催
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東京都町田市女性消
防隊（優良賞）

　東日本大震災を教訓とした各種災害リスクを周知し、都民等の防
火防災意識及び行動力を向上させるとともに、高度防災都市の実現
に向け、住民・企業・行政による３者相互の連携強化並びに関連技術・
産業の振興を促進することを目的とした、注目の「東京国際消防防
災展 2013」が、去る 10 月２日（水）～５日（土）に東京ビックサ
イトで開催されました。
　この催しは、５年に１度開催されており、初日の２万７千人から始
まり、２日目は３万３千人、３日目は３万５千人、４日目は２万８千人
となり、延べ12万人の入場者数を記録いたしました。
　トーハツでは、次世代消防車、EV 消防車、軽デッキバンを展示。
今年度より発売のVF21BS、V10G（ゼンマイ式リコイル）をはじめ、
自慢の可搬消防ポンプ数種をラインアップ。さらに、消防用資機材
からは、水中探査装置、熱画像直視装置、そして救急用資機材、車
載用／個人用装備までの展示をいたしました。弊社ブースにお立ち
寄りいただきましたお客様からは、「トーハツの４st ポンプは、静
かでいいね。」などのお言葉もいただきました。特約販売店様も数多
くお立ち寄りいただき、誌面を借りて厚くお礼申し上げます。

（防災営業部／高橋）

　去る 10月 17日（木）、神奈川県横浜市の消防訓練センターで行われました。
　15 日より大型台風 26 号が関東に上陸したため心配されましたが、大会当日は天候も回復し、風の影響もほとんどなく開催されました。
隊員は、地域の安心・安全を守るために日夜訓練をし、この大舞台に照準を合わせ、練習を行ってきました。前日の点検では大きなトラブル
もなく、いざ大会へ！　早朝よりポンプ等を入念にチェック。さぁーいよいよ本番！　応援団の声援に後押しされ、練習の成果を披露する時
です。結果は、V10G を使用した宮城県大和町女性消防隊が見事優勝！　静岡県湖西市女性消防隊が準優勝！　岐阜県下呂市女性消防隊が優
秀賞！　東京都町田市女性消防隊、佐賀県基山町女性消防隊が優良賞に輝きました。おめでとうございます。
　各消防隊の選手及び関係者の皆様、大変お疲れ様でした。

（防災営業部／小鷹）

＜展示品一覧＞
●救助用資機材：
　熱画像直視装置、赤外線温度警報装置、画像探索機Ⅱ型、
水上探索・救助用 R/C ボート、水中探査装置（ROV）、
水中探索装置、ウレタン注入型 PFD（浮力 32kg）、イス
下常備用 PFD（安価）
●救急用資器材：
　布担架、イス形布担架（階段・ELV対策）、傷病者確保帯、
搬送具用緩衝材、感染防止カバー、救急資器材搬送バッグ、
バイタルサイン測定キット、CPRトレーニング用マネキン
●車載用／個人用装備：
　署活動系無線機、登録局対応無線機（資格不要）、バッ
テリー充電器（メンテ機能付き）、ポータブル冷凍・冷蔵庫、
タクティカル・パッド（肘膝用）、自着性伸縮包帯（バンテー
ジ）、マルチツール、救急バサミ、STREAM ライト、
GoPro ビデオ・カメラ（防水 60m）

（防災営業部　救助・救急資器材担当／友田）

　2013 年 11 月 18 日（月）、本田技研工業株式会社細江工場（静岡県浜松市）にて、船外機 OEM 供給開始式典が行われ、トーハツか
らは日向取締役営業部長、工藤技術部長が参加致しました。
　式典では当社の日向取締役営業部長、本田技研工業株式会社の川合工場長、奥田海外事業室長が挨拶され、この度の OEM 供給の意義、
目的、意気込みを皆様それぞれの言葉で語っておられました。
　この度の OEM 供給は、今までトーハツのラインナップでカバーできなかった４- ストロークの 60 馬力から 250 馬力船外機を、本田
技研工業株式会社殿より供給を受け、当社販売網にて販売を行う新しい取り組みです。大型４ストローク船外機販売については長年に渡
り各国よりご要望を頂いており、今回のOEM供給によりようやく皆様のご期待に沿えることを嬉しく思います。
　念願の船外機フルラインナップによる豊富なラインナップと、OEM 大型船外機と当社製船外機のシナジー効果を以て、更なる拡販を
目指し尽力していく所存です。
　最後に、このような盛大な式典を開催頂きました本田技研工業株式会社の方々に、この場をお借り致しまして改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

（海外課／島村）

　10 月 11 日（金）～13 日（日）に今年も横浜ベイサイドマリーナに於いて、日本マリン事業協会関東支部主催の「横浜ボートフェア 2013」
が開催されました。
　今年は３日間共快晴に恵まれ、アウトレットモールを併設したベイサイドマリーナは多くの人で賑わいました。
　今年も国産艇メーカーに輸入艇の他、高品質の中古艇を含め、26隻も一度に展示しているとあって、昨年を上回る約 1,300 人もの方々
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ニューモデル TFW-25R を出展しました。秋の釣シーズン真最中とも相まって、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のうちの１名様より、会期中に御成約を頂くほど盛況の内に今年のフェアは幕を閉じました。

（マリン関東／飯島）

救急・救助関連の
プロツールを展示
救急・救助関連の
プロツールを展示
救急・救助関連の
プロツールを展示

船外機OEM供給開始式典開催船外機OEM供給開始式典開催

横浜ボートフェア2013横浜ボートフェア2013

宮城県大和町女性消
防隊（優勝）

静岡県湖西市女性消防隊（準優勝）

岐阜県下呂市女性消防隊（優秀賞）

佐賀県基山町女性消
防隊（優良賞）

第21回 女性操法
　　　　  大会開催
第21回 女性操法
　　　　  大会開催
第21回 女性操法
　　　　  大会開催

東京国際防災展東京国際防災展東京国際防災展
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もなく、いざ大会へ！　早朝よりポンプ等を入念にチェック。さぁーいよいよ本番！　応援団の声援に後押しされ、練習の成果を披露する時
です。結果は、V10G を使用した宮城県大和町女性消防隊が見事優勝！　静岡県湖西市女性消防隊が準優勝！　岐阜県下呂市女性消防隊が優
秀賞！　東京都町田市女性消防隊、佐賀県基山町女性消防隊が優良賞に輝きました。おめでとうございます。
　各消防隊の選手及び関係者の皆様、大変お疲れ様でした。

（防災営業部／小鷹）

＜展示品一覧＞
●救助用資機材：
　熱画像直視装置、赤外線温度警報装置、画像探索機Ⅱ型、
水上探索・救助用 R/C ボート、水中探査装置（ROV）、
水中探索装置、ウレタン注入型 PFD（浮力 32kg）、イス
下常備用 PFD（安価）
●救急用資器材：
　布担架、イス形布担架（階段・ELV対策）、傷病者確保帯、
搬送具用緩衝材、感染防止カバー、救急資器材搬送バッグ、
バイタルサイン測定キット、CPRトレーニング用マネキン
●車載用／個人用装備：
　署活動系無線機、登録局対応無線機（資格不要）、バッ
テリー充電器（メンテ機能付き）、ポータブル冷凍・冷蔵庫、
タクティカル・パッド（肘膝用）、自着性伸縮包帯（バンテー
ジ）、マルチツール、救急バサミ、STREAM ライト、
GoPro ビデオ・カメラ（防水 60m）

（防災営業部　救助・救急資器材担当／友田）

　2013 年 11 月 18 日（月）、本田技研工業株式会社細江工場（静岡県浜松市）にて、船外機 OEM 供給開始式典が行われ、トーハツか
らは日向取締役営業部長、工藤技術部長が参加致しました。
　式典では当社の日向取締役営業部長、本田技研工業株式会社の川合工場長、奥田海外事業室長が挨拶され、この度の OEM 供給の意義、
目的、意気込みを皆様それぞれの言葉で語っておられました。
　この度の OEM 供給は、今までトーハツのラインナップでカバーできなかった４- ストロークの 60 馬力から 250 馬力船外機を、本田
技研工業株式会社殿より供給を受け、当社販売網にて販売を行う新しい取り組みです。大型４ストローク船外機販売については長年に渡
り各国よりご要望を頂いており、今回のOEM供給によりようやく皆様のご期待に沿えることを嬉しく思います。
　念願の船外機フルラインナップによる豊富なラインナップと、OEM 大型船外機と当社製船外機のシナジー効果を以て、更なる拡販を
目指し尽力していく所存です。
　最後に、このような盛大な式典を開催頂きました本田技研工業株式会社の方々に、この場をお借り致しまして改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

（海外課／島村）

　10 月 11 日（金）～13 日（日）に今年も横浜ベイサイドマリーナに於いて、日本マリン事業協会関東支部主催の「横浜ボートフェア 2013」
が開催されました。
　今年は３日間共快晴に恵まれ、アウトレットモールを併設したベイサイドマリーナは多くの人で賑わいました。
　今年も国産艇メーカーに輸入艇の他、高品質の中古艇を含め、26隻も一度に展示しているとあって、昨年を上回る約 1,300 人もの方々
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ニューモデル TFW-25R を出展しました。秋の釣シーズン真最中とも相まって、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のうちの１名様より、会期中に御成約を頂くほど盛況の内に今年のフェアは幕を閉じました。

（マリン関東／飯島）

救急・救助関連の
プロツールを展示
救急・救助関連の
プロツールを展示
救急・救助関連の
プロツールを展示

船外機OEM供給開始式典開催船外機OEM供給開始式典開催

横浜ボートフェア2013横浜ボートフェア2013

宮城県大和町女性消
防隊（優勝）

静岡県湖西市女性消防隊（準優勝）

岐阜県下呂市女性消防隊（優秀賞）

佐賀県基山町女性消
防隊（優良賞）

第21回 女性操法
　　　　  大会開催
第21回 女性操法
　　　　  大会開催
第21回 女性操法
　　　　  大会開催

東京国際防災展東京国際防災展東京国際防災展
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　10月12日（土）・13日（日）に鹿児島県垂水市にある㈲ボートの新福
商会様にて各ボートメーカー協賛のもと展示・試乗会が開催されました。
　2013 ニューモデル TFW-23R を試乗艇に陸上では TF-250SC を
展示しました。
　桜島の噴煙が上がるなかでのスタート。多くのユーザーが来場され
ました。その中でも印象的だったのは、高校生ユーザーが自転車に乗
り一人で来場したことです。釣りが大好きで、父親もボートを持って
いるが長く愛用していて「親父のボート」という認識が強いため、あ
まり使用したくない、とのこと。就職してお金を貯めて自分のボート
を持つという強い決心のもと、すべてのメーカーの試乗艇に乗り、熱
心に説明を聞いていました。
　今後、次世代のユーザーが増える期待を胸に有意義な展示・試乗会
となりました。

（マリン九州／小畑）

　11月３日（日）に塩釜にて、日本マリン事業協会主催で釣り大会が行われました。
今年で第３回目となり、年々盛り上がりをみせています。当日は、28 艇 90 名以
上の参加者があり、天候は曇り時々晴れで風もなく良い状況でした。午後から多
少風がでてきましたが、順調に検量も行われ、すばらしい釣果でした。
　6 時 30 分スタート～12 時　STOP FISHING、11 時～14 時　検量時間で
した。釣果が良いようで13時近くまで帰着がなく、13時過ぎから検量所もパニッ
クとなりながらも検量が行われ、数センチ単位での争いとなり、白熱しました。
15 時からマリンゲートに会場を移して表彰式とパーティを行い、最後に記念写真
を撮り、無事に終了しました。
　震災地ですが、比較的被害が少なかったこともあり、早い再開が可能であった
とのこと。昨年より再開していますが、震災の関係で大会を行うべきか難しいと
ころでありました。しかし、昨年も多くの参加者があり、今年は、昨年よりもさ
らに盛り上がりました。また、海に戻ってきているときは、楽しく釣りをしてい
る笑顔が見られてとてもうれしく思いました。
　環境が整い、また、震災地沿岸で釣りを楽しめる状況になることを願っています。

（マリン東北／木村）

㈲ボートの
新福商会展示
・試乗会

　10 月５日（土）～６日（日）の２日間、宮城県気仙沼市にて試乗会
を行いました。
　今季から取引を始めた販売店の丸竹造船所様の協力をいただき、試
乗会を開催。港の復興も徐々に進んでいますが、まだまだ、震災の傷
跡が残っていなかで、なかなか釣りに出られる状況ではありません。
そこで、海の楽しさを思い出していただきたく、「TFW-25R」の試乗
会を行いました。
　天候も不安な予報でしたが、なんとか２日間、無事に行うことがで
きました。東北地区の復興が進み、また、海の楽しさを思い出してい
ただければとの思いを込めた試乗会でした。また、「シーズン前に行っ
てもらえれば、仲間にも声かけるよ」と言っていただき、引き続き、
TFW-23R の展示で PR を行いました。来シーズンに第２回の開催も
予定。多くの方に来場いただけるようになればよいと思います。
　丸竹造船様のご協力に厚く御礼申し上げます。

（マリン東北／木村）

TFW-25R
丸竹乗船所
試乗会開催

　９月 13 日（金）～14 日（土）、岩手県宮古市田老漁協主催の展示即
売会が開催されました。当社販売店の千葉農林様と共同で出展し、期
間中当社製品のPR活動を行いました。
　田老地区は、30m を超える津波にあった地区です。現在は、船の
納入も順調に進んでいるものの、港、加工設備等、まだまだ思うよう
に整備が追い付いていないのが現状です。しかしながら、昨年より本
展示会も開催されるようになり、少しずつではありますが、復興の兆
しを感じ取れる良い機会となりました。
　期間中、多くの備品の販売、船外機（MFS5C) の成約をいただく
ことが出来ました。お世話になった千葉農林様、この場を借りて御礼
申し上げます。

（マリン東北／木村）

宮古市
田老漁協
展示会

　９月 14 日（土）～15 日（日）の２日間、福島県いわき地区にて試乗
会を行いました。
　当社販売店のマリンサービスいわき様の協力をいただき、試乗会を
開催しました。港の復興も徐々に進んでいますが、レジャーのほうま
で手が回らない現状です。
　当日は、台風が発生しましたが、初日は、真夏のような暑さのなか、
「TFW25R」試乗会を開催。多少、風が吹くなかでも快適走行できま
した。水もかぶることなく、試乗していただいた方にも高評価でした。
２日目は、台風の影響で朝から雨が降り、AM9：00 保安庁より警戒
の速報も出ていたため、中止としました。
　海の環境は、非常に良い場所で、最近、防波堤で釣りをすることが
増えてきています。
　東北地区の復興が進み、また、海の楽しさを思い出していただけれ
ばと思い、震災後、初の試乗会開催となりました。引き続き第２回も
開催し、多くの方にご来場いただけるようにしたいと思います。
　マリンサービスいわき様のご協力に厚く御礼申し上げます。

（マリン東北／木村）

INBOAT GAME
FISHING 2013 塩釜

TFW25R
マリンサービス
いわき
試乗会開催
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　11 月 26 日（火）、中部トーハツポンプ会では京都市にて総会を
開催しました。市内の料理店で会場を借りて 25 年度事業計画や業
界近況についての情報交換を行い、総会終了後は同会場にて懇親会
を開催。舞妓さんと芸妓さんが花を添えて京都ならではの和やかな
雰囲気の中、会員同士親交を温めました。翌日には市内の紅葉名所
「源光庵」「常照寺」を観光し、古き良き日本文化に触れました。
　会場ご手配にご協力いただきました（株）暁産業様はじめ、お忙し
い中ご参集くださいました会員の皆様には改めて御礼申し上げます。

（防災中部／福田）

　五島列島の南西部に位置し
島々には多くのカトリック教
会が点在、「長崎の教会群と
キリスト教関連遺産」の世界
遺産登録を目指す取組みが進
められている五島市に、去る
８月６日（火）「VC62BS」12
台が一括納入されました。
　更新されるポンプの分団は
離島配備もあり、取扱い説明の時間をずらし実施されました。取扱い説明
後の質疑応答では、操作面などに関する質問が相次ぎ、最新ポンプに向け
意欲的に取組んでいる風情でした。
　販売にご尽力頂きましたヤナセ産業㈱様に厚く御礼申し上げます。

（防災九州／田中）

　石造アーチ水路橋「通潤橋」
で知られる熊本県山都町は、
毎年２日間にわたり消防ポン
プ点検及びポンプ講習会を実
施しています。その為、日ご
ろから消防意識が非常に高
く、最新の消防ポンプを更新。
同町は昨年に VF53AS10 台を
購入して頂き、今年は、去る
10 月 17 日（木）にVF53AS ５台、VF21BS ７台が一括納入されました。
　同町関係者多数出席の下納入式典、並びに消防団員へのポンプ取扱い説
明を３班に分かれ実施されました。
　質疑応答では既存で使用していたポンプとどこが違うかを熱心に聞いて
いました。
　ご採用頂いた山都町様、並びに山都町へ販売にご尽力頂いた三輝物産㈱
様には厚く御礼申し上げます。

（防災九州／田中）

　トーハツポンプ中央会では、去る 11 月 15 日（金）、東京駅付近
にある AP 東京八重洲通りで秋期総会を開催。今総会では、最初に
役員改選が行われ、大成産業㈱逆井社長が会長となられました。改
選後、新役員様から挨拶をいただき、その後、事業報告、来年度事
業計画などが討議され、今年度より春と秋にセールス研修会を別の
場所で開催したことが各会員様から「良かった。」とお言葉をいた
だき、来年度も春と秋にセールス研修会を行うことが決定いたしま
した。また、第２部では、逆井会長、トーハツ㈱金子社長の挨拶の後、
トーハツ㈱青山部長から業界の状況と販売動向などの報告があり、
質疑応答の中では活発な意見交換が行われておりました。
　遠路ご出席賜りました会員の皆様には、誌上より厚くお礼申し上
げます。

（防災営業部／高橋）

　消防職員初任講習会に於いて消防
機械ポンプに精通するトーハツで講
師を務め去る 11 月 14 日（木）に約
40名の職員に対し実施致しました。
　５月にも同様の講習会を実施。初
めて消防機械ポンプの運用方法を受
講。内容はエンジンの種類やポンプ
の構造を説明。そして雑学の講習の
後、同校のグランドで６班に分かれ
可搬ポンプと自動車ポンプに班分け
し、日常点検やエンジン始動方法、
ゲージの見方、放水の仕方、中継訓練、
圧力損失を説明。そして最後に機械
を熟知していれば緊急時運用で慌て
ることはないと説明し終了しました。
トーハツは今後も消防機械ポンプの
技術面等からサーポートさせて頂き
ます。皆様お疲れ様でした。

（防災九州／田中）

熊本県消防学校
消防職員初任講習会

　佐賀市はアジア最大級の熱気球大会「佐賀
インターナショナルバルーンフェスタ」が開催
する場所で、去る７月７日（日）に機関員講習
会を開催致しました。約 100 名が集まり可搬
ポンプの内部構造や雑学を説明。そして１台
20本間隔での中継訓練を実施致しました。
　日ごろの訓練では 20 本連結しての訓練は難
しい為、消防団の皆様には大変喜ばれました。
　トーハツでは今後も消防団員の防災活動を
ポンプの技術面からサポートさせて頂きます。

（防災九州／田中）

佐賀市
機関員講習会

　九州・山口トーハツポンプ会の講習会は、去る
11 月 12 日（火）・13 日（水）両日福岡市内の福
岡サンパレスホテルで開催致しました。この日は、
講習会場の隣で九州場所が開催しており、力士が
多く賑わいがありました。
　講習会内容はポンプ充電器でも使用されている
CTEK 充電器の説明や無線機の登録局無線の講習
を行いました。翌日は㈱サガハツ浦井社長より４
スト指定の成功例を説明して頂きました。ご参加
頂いた特約販売店の皆様、大変お疲れ様でした。

（防災九州／田中）

九州・山口トーハツポンプ会
営業講習会

中部トーハツポンプ会開催

トーハツポンプ中央会

AP東京八重洲通りで秋期総会

五島市VC62BS 12台納入

熊本県山都町
VF53AS 5台 / VF21BS ７台一括納入
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　去る９月10日（火）～11日（水）の２日間、フランスはパリ郊外の”
Nogent”にて、当社主催で欧州ディストリビュター・ミーティングを
開催しました。
　来年１月発売の新MFS40／50（40／50馬力４ストローク船外機）
の発表を兼ねて、欧州の各国よりディストリビュター 10社、合計で
26名にご参加をいただき、展示・試乗会を行いました。
　海外で当社が試乗会を主催すること、また、欧州のディストリビュターを
１カ所に集めてのイベントは初めてであり、緊張の中での開催となりました。
　開催初日は、新MFS40／50の商品説明をメインにプレゼンテーシ
ョンを行い、他社より圧倒的に差別化された新MFS40／50の優位
性に皆が納得、真剣なまなざしでメモを取っておりました。
　２日目の試乗会は生憎の曇り空となりましたが、新MFS40／50（試
乗機）の快適な走行に、皆、時間を忘れ、終始ご満悦であった様子。
また、試乗会の最後に評価アンケートにご協力をいただいたところ、
デザイン性、加速性、エンジンの静粛性において大半のディストリビ
ュターが非常に高い評価をしていることがわかりました。
　このイベントをきっかけに、参加者から多数の具体的な引合いを頂戴
するなど、来年１月の発売開始に向けて好調な滑り出しとなっております。
　今回のイベントは、新MFS40／50の販売を躍進させると同時に、
当社とディストリビュター、又、ディストリビュター同士の結束をより
一層、強固なものにしたと確信できるものとなりました。

（マリン海外課／桑田）

　８月４日（日）に島根県消防操法大会が江津市で開催されました。
　大会前夜から早朝にかけて大雨が降り、開催が心配されましたが
無事開催となりました。
　出場する消防団は、この日に向けて何カ月も前から訓練を重ねてき
ており、どこの消防団も実力を発揮した大会でした。
　大会の１週間前に島根県西部で起きた豪雨災害のため、津和野町
消防団が出場辞退となりましたが、出場できなかった消防団の分まで
全力で出場している姿が印象的でした。
　優勝は奥出雲町消防団で、来年の全国大会への出場が決まりました。
　準優勝は江津市消防団で、１位、２位ともにVC72PROⅡでの出場
でした。
　前日のポンプ点検や日頃から販売に尽力頂いております、（株）クマ
ヒラセキュリティ様には改めて御礼申し上げます。

（防災関西／田村）

　福岡市から北西に80km、北西の海上には対馬が位置している離島。
そして消防操法に力を入れ第23回全国消防操法大会小型ポンプの部
で優勝を成し遂げている同市に、去る11月７日（木）に損害保険協会
から寄贈された小型動力ポンプ付軽消防自動車が納入されました。
　寄贈先は壱岐市からフェリーで30分程の離島の長島。漁師町の為
昼間は男性が少なく、婦人消防隊の組織もあります。その長島で寄
贈式典を行いました。
　式典では一般社団法人日本損害保険協会の浅野専務理事、白川市
長、総務省消防庁武田審議官らが挨拶をし、壱岐市消防団長から「損
害保険号」と命名されました。その後実際に放水を行い最新の消防ポ
ンプに感銘を受けました。
　今年は、全国向け20台、離島が７台あり、全国を駆け巡る「損害
保険号」に大きな期待を致します。納入に御協力して頂きました（株）
ヤナセファテック様には御礼申し上げます。

（防災九州／田中）

　去る７月28日（日）佐賀市にある、有明佐賀空港多目的広場で開
催されました。
　出場10チームすべてトーハツポンプで出場しトーハツポンプで独占
することができました。これは日頃の営業活動の成果です。感謝致し
ます。
　大会はVF63ASを使用した太良町消防団が優勝し来年開催される
全国消防操法大会に出場致します。そして大会終了後、消防団120年・
自治体消防65周年の記念催事で瓦落としポンプ操法や腕用ポンプ
操法の実演し観客を圧倒していました。
　（株）サガハツ様、（有）伊万里発動機様及び（有）唐津興機様には
改めて厚く御礼申し上げます。

（防災九州／田中）

第57回
島根県消防操法大会開催

第57回
島根県消防操法大会開催

第32回佐賀県消防操法大会第32回佐賀県消防操法大会

欧州ディストリビュター・ミーティング開催欧州ディストリビュター・ミーティング開催

損害保険協会からの寄贈
長崎県壱岐市長島に納入
損害保険協会からの寄贈
長崎県壱岐市長島に納入 VF63AS優勝
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