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ダニエル・カールの
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コ ラ ム

皆さん、明けましておめでとうございます。
今年も、消防団の皆さんや関係者の皆さんに
とって良い年になりますように、私ダニエル・
カールも頑張ります。

今回は、お江戸東京は、桜、花火、スカイツリー、

んや勝海舟さんが生まれたのもここ本所なんで

両国国技館、早慶レガッタなどなど有名どころ

すよね。それでは、早速、超江戸っ子の本所消

が盛り沢山ある墨田区の本所消防団に来ました。

防団の見木良夫団長さんと副団長の横井俊雄さ

ここは、大川端、大川の桜、大川の花火などと

んにお話を聞いてみましょう。

言われている隅田川沿い、スカイツリーの地元
です。古い話をすれば、あの有名な葛飾北斎さ

ダニエル

スカイツリーの近くで、消防団を

やっているんだと聞いただけで、皆さんピンと
くると思いますね。スカイツリーの土地も皆さ
んの管轄内ですか？
見木団長

はい、そうです。私なんかスカイ

ツリーから 300m ぐらいの所に住んでいますよ。
ダニエル

本所っていったら、さっき地図を

見せて頂きましたけれども。
見木団長
見木良夫団長（左）横井俊雄副団長（右）

これは、ちょっと大雑把な地図な

んですけれども、墨田区は、ふたつの地区があ
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り消防団もふたつあります。ひとつは向島消防

スカイツリーはここにあります

横井副団長

よね、この地図で見ると上と言いますか、北と

なんですよ。

言いますか、スカイツリーのほんの少し先まで

見木団長

JR 総武線錦糸町駅近辺も含んで

いるんですか？
横井副団長

そうです。入っています。本所消

けたため、その後に建てられた家なんですけど

だいたい駅で考えた方が早い
桜と花火で有名な隅田川に掛る
さくらばし

現在も当時の路地や木造住宅が多くあります。
ダニエル

なぁ。
見木団長

先ほど墨田区は、ふたつの地区が

も向島は、空襲で焼けずに残ったところが多く

防団の管轄に入っています。
ダニエル

この辺りが、空襲で焼けたところ

あると言いましたが、本所地区は空襲で家が焼

が管轄になります。
ダニエル

あ〜鬼平犯科帳ね。へぇ〜、なる

ほどなるほど。

団、もうひとつは本所消防団です。
横井副団長

ダニエル

こと とい ばし

あ づ ま ば し

横井副団長

そうなんだ。
こっちは、全部。

ダニエル

全部やられているんだ。

見木団長

全部焼けて無くなったものです

橋で言いますと上流から桜橋、言問橋、吾妻橋、

から、後から街を創るときに碁盤の目のように

こ ま が た ば し

駒 形橋、厩 橋、蔵 前橋、両 国橋 の少し下流ぐら

整理したんですね。向島の方は、今だに舗装し

いまでが本所消防団の管轄エリアです。時代劇

てない道やら、細い道やら、袋小路になってい

や歌舞伎、落語なんかで聞きたことのある橋で

て下町風情が、まだ残っている街並ですけどね。

うまや ば し

く ら ま え ばし

りょうごく ば し

しょう。

ダニエル

ダニエル

そうすると、本当に江戸の下町っ

て感じがするなぁ。
見木団長

所なんですね、そういう意味で都市計画は、しっ
かりしているんですか？

まあ、本所、深川っていうのは、

下町の代名詞ですからねぇ。
横井副団長

本所エリアは、空襲で焼失した場

このあたりが、時代劇で知ってい

るかと思いますが、鬼平親分の管轄内ですよ。

見木団長

本所地区というところは、地図を

見てわかるように碁盤の目にある程度なってい
るんですよ。
ダニエル
横井副団長

そうだ〜なるほど。
街 割 り が 出 来 て い る ん で す よ。

何々町会何々町会とかあって、1 丁目、2 丁目、
3 丁目とね。
ダニエル

町内会とか消防団のお付き合い

とかコミュニケーションは、どうなんでしょうか。
横井副団長

本所地区の場合ですと、町会が

50 数か所あるんです。そこに、8 個の分団があ
りまして、両国の方から 1 分団、2 分団、3 分団
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と分けてあり、大体 5 〜 10 位の町会が 1 つの分

あります。向島地区の方にくると、例の有名な

団になっているんです。

痛くない注射針とかね。携帯の電池を造ってい

ダニエル

なるほど、なるほど。

見木団長

そこの各町会から選ばれて消防

団に入ってもらいます。

る町工場もありますよ。
ダニエル

下町は面白く分けられています

ね。店や仕事を 1 階でやっていて、その上にみ

これはね。平たく言うと江戸城あ

なさん住んでいたり、今は違うかもしんないけ

るでしょう。皇居があるでしょ。皇居に近い方

ど。でも、まだそういう風に住んでいる方も結

から 1 丁目、2 丁目、3 丁目、4 丁目と言う風に

構多いわけでしょ。

横井副団長

割り振られています。
ダニエル
横井副団長

私は、錦糸町の方なんですけど、

へ〜そうなんですかぁ。

菓子屋町と言ってお菓子の町だったんですよ。

平ったく言うと、そう考えてくれ

問屋さんとか、お菓子屋さんも集まった街です。

れば間違いないです。
見木団長

横井副団長

地方の人や本所を知らない人に

ダニエル

これは、僕にとっての下町のイ

メージなんですが、小さな工場がいっぱいあっ

説明するときは、今では相撲やっている所とか、

て、大きいのがたまにあんだけども。皆さん一

スカイツリーがあるところとか、言いますが、

生懸命働いていて、子どもたちが親父の背中を見

実は、本所は隅田川、桜、花火、牛島神社、言

ながら育てられるという町というイメージが。

問団子に、長命寺の桜餅、両国国技館、早慶レガッ
タ、葛飾北斎生誕の地、メリヤスなどの繊維関
係や鉄工関係の町工場、などなど日本の底力と
なっている町工場が多くあり、それはもう日本
トップクラスのものが色々あるところです。
ダニエル

すごいですねぇ、それは、結構知

らない人が多いですよね。
横井副団長

下町の工場みたいのがいっぱい
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見木団長

我々の少し後までは、親の仕事を

継いだんですけれど。今は、親の仕事を継ぐ人
はなかなかいないですよねぇ。
ダニエル
横井副団長

なるほど。
いい職場があれば別でしょうけ

れどね。

きています。
ダニエル

ところで、隅田川って氾濫するこ

とってあるんですか？
見木団長

私の知っている範囲ではないです。

ダニエル

昔は、あった？

ダニエル

消防団としてはどうなんですか？

見木団長

下町の方の消防団としては、小じ

小さな川が氾濫するんです。錦糸町の辺りとか、

んまりと管轄する面積は狭いです。下町で囲う

両国の辺りとか、よく台風で水が出ていました。

とすると、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区

今だに川より土地が低いんですよ。

の 4 区ですよね。すると、墨田区は一番小さい

横井副団長

ダニエル

昔は、隅田川より、管轄内にある

地震対策は、こちらの方はいか

がでしょうか？地震に対しての危険度はどうで

ですね。
そういう意味では、下町でちょっ

しょうか？

と限られたスペースで、ちょっと密集している

見木団長

ダニエル

墨田区で 3.11 あのときは、若干

というところなんですけれども、消防団として

なんですが、壊れて、その隣は壊れないとか、

は、一番心配になるのは、やっぱり火事ですか？

壁にヒビが入ったりという程度で倒壊とかはな

見木団長

そうですね。最近、火災は少なく

なりましたけど。でも、本所消防団として、錦
糸町地区の繁華街があるので、ボヤはよくあり
ますよね。
ダニエル

結構夜遅くまで、ライブハウスと

か昔よく行きました。
見木団長

特に、本所地区は、不燃化の家を

建てるように推奨していて、昔の木で造った家
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見木団長

比較的、被害は少なかったと思い

ます。
ダニエル

本当に消防団としては、色んな事

を同時に考えなければならないから大変なんだ
よなぁ。
横井副団長

やるんです。
ダニエル
横井副団長

ダニエル

人気があるんだ。

見木団長

消防団員って 18 歳から 70 歳まで

なんですよ。幅が広いですよ。
女性の方は、どんな活動をなさっ

ているんですか？
見木団長

普通は、広報とか救命救護が主な

ほぅーやっているんですか？

んですけど。最近は、女性も活動したり、火災

隣の向島消防団と本所消防団が

現場での後方支援をしています。

一緒になって年に 1 回水防訓練をやるんです。
ダニエル

が高いんです。

ダニエル
隅田川の土手で水防訓練を 6 月に

コ ラ ム

そうそう。だいたい、どんな消防

団になっているか？まず聞きまして。概要と平
均年齢について聞きたいと思います。

ダニエル

広報関係とか、お子さんの学校の

小学生の方々のために色々教えに行ったりとか。
見木団長

最近、それをやりだしました。今

までは、そこまでなかったんですが、最近は幼

見木団長

均年齢 48 歳だと思います。

稚園に行って指導といいますか、最近なんです

ダニエル

48 歳？

けどね。

横井副団長

定 員 300 名 で 平 均 年 齢 が 48 歳、

ダニエル

あちこちで、色んな消防団でやっ

結構上なんですよね。女性団員は、そのうち 44

てんだけども、女性消防団の方が活躍している

名います。

のは、面白いですよね。場所によって違いがあ
るんでしょうけれども。

ダニエル

結構多いんですね。

見木団長

ここ 20 年来ずっと増えていまし

見木団長

違いますね。

て。今、男性の団員より、女性消防団員が人気

ダニエル

ところで、団長さんは、消防団に

でいいんですよ。団員になってくれるんですよ。
なかなか男の人って入団してくれないんですけ

入団したきっかけは？
見木団長

入ったのは昭和 45 年に入りまし

ど、女性団員の方が消防団員になってくれる率

たから、団歴が 42 年になりまして、入ったきっ

本所消防団初式

子供たちに防火広報
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かけは、子供のころ警防団ってあって、おじさ
んや近所の人なんかが警防団で、当時はまだ終
戦間もないころですから、結構、火災とかで出

なるほど。一人前になり、それか

ら落ち着いて消防団をやるんだねぇ。
横井副団長

若いころは、今日はあっちに遊び

動して、活躍してるのを知っていたのがひとつ

に行こうねの世界ですから、なかなか落ち着い

ですけれど、実際入ったのは、先ほどお話した

て消防団活動ができません。

ように、各分団長が各町会で 4、5 人ずつ消防団

ダニエル

次の質問は、ピッタリだと思うん

員を入れてくれっていうのが、当時の流れです

だけど。下町の消防団ならではの自慢話。とか

よね。そういったことで、当時の分団長から、

ですね、PR したいところは、どんなところでしょ

入らないかと言われて、入団したんです。それ

うか？

から 40 何年たちました。
ダニエル

横井副団長さんは、どんなきっか

けで入りました？

見木団長

下町というか、本所消防団の地区

の特徴は、最近スカーツリーが出来ました。相
撲の国技館があります。花火大会があります。

私は、今言われたとおり、私の家

非常にイベントが多い。お祭りは、牛嶋神社っ

は緑町 2 丁目と言うところですが。やっぱり町

てこの地区にあるんですが、今年も 9 月にお神

会のね、頭衆から、頭って鳶の方々なんですが、

輿 48 騎を牛嶋神社に宮入するんですよ。

横井副団長

入らないかと言われて入ったのがきっかけです。
ダニエル
横井副団長

わりと気軽に？
気軽といいますか、まあ大学を卒

ダニエル

うわぁー。すごい数ですね。

見木団長

正確にいうと 48 なんですよ。と

いうのは、42 とか 49 というのは死に番で、51

業して町会に顔を出すようにと、町会の人から、

番が最後なんです。朝の 8 時頃から夜の 6 時頃

若いの 3 人集まれと言われ、入んないかと言わ

まで一騎一騎お宮に行って、お祓いを受けて帰っ

れて、で俺が入っちゃたんです。

てくるんです。そういうのが 9 月にありますの

ダニエル

見木団長さんも横井副団長さん

の入ったのは同じ時になんですかぁ？
見木団長

入団したのは一緒。後から話して

わかったんですが。
ダニエル

横井副団長

で、そういう時は、ほとんどの消防団員がお祭
りで、町会の幹部やっている人もいますし、町
と一緒ですから参加するんです。もうひとつ、
天神様というのがあるんです。そこも結構大き

そうなんですね。いわゆる、年ご

ろの男になると入団すると。

44

ダニエル

それで結婚して子供が出来て、落

なお祭りで、それに近いことをやるんです。
横井副団長

ここ牛嶋神社でね。この辺り全部

縄張りですよ。牛嶋公園の中に牛嶋神社。

ち着いたら消防団活動も一生懸命やる。子供が

ダニエル

牛嶋神社。牛がいるんですか？

出来れば、自分の家の稼業を継いだり。落ち着

見木団長

いないです。いないんですけど、

ほ う れ ん

ご し ん こ う

いてくるでしょ。落ち着いてこないと、なかな

今年は、鳳 簾 と言いまして、牛車により御 神幸

か腰を据えて消防団活動は出来ないものですよ。

を引っ張ってこういう町全部歩くんです。夏の
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暑い日、牛が、だからバテちゃうんです。各町

ているところいいですねってやったら、皆さん

会にぐるーっと 2 日間かけて。牛が引張って、

につかまりまして、ハッピ着せられて 30 分位か

町の人が次々引き継いで。これを、今年の 9 月

かったんですけれど。はっきり言って、どこで

にやったんです。すごく雄大ですよ。また、向

何の祭りかわからなくて。たまたまその日だっ

島の花柳界は芸者街があるんです。ご存知か

たという。確か 9 月位だったと思うんですよ。

て

もしれないですが。そうすると、芸者の方が手
ご ま い

終わってから汗ダラダラになってて、番組に戻っ

古 舞といって先導して歩きます。シャン、シャ

たらデレクターが使えるかどうかわかりません

ンって鉄の棒に金具がついていて、シャン、シャ

けど、ずっと撮影しましたよ。あとで、番組に

ンって音がするんです。それをやりながらパレー

ちょっとだけ出たんです。全然どこのお祭りか

ドするんです。

分らなくて、企画書の中にも全然入ってなくて、

ダニエル

おもしろい。

たまたまあったんですよ。もしかして、この辺

見木団長

やっぱり江戸っ子気質があり、お

だったと思うんですよ。錦糸町近辺だったよう

祭りが好きですね。夏になると消防団にいるの
に、お祭り優先になって言葉悪いですけれども、

な気がするんですよね。
見木団長

余談になりますけれど、スカイツ

災害以外は、その時期人が集まらない。災害に

リーが出来て開業式の時に、町あげて、お神輿

なれば別ですよ。お祭りでも何でも。訓練にな

が 20 騎位出たんですよ。それで、ずっーとお祝

ると誰も来ない。実際、そういった気質はあり
ますよね。どうしても下町ですからね。
横井副団長

ある意味、東京一。関東一ですよね。

ダニエル

私もね、さっき話を聞いていて、

神輿とか見てたり、皆さんのハッピを見たり、
かすかに思い出したけれども、何年か前に、「途
中下車ぶらり旅」これを取材している時にお神
輿が通ったんですよ。テレビ番組取材している
真っ最中で、私がカメラに向かって、お祭りやっ
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の消防団は 7 割〜 8 割は自分の家から消防団入っ

いしたんですよ。
ダニエル

そうですよね。今年こそ、お祭り

はすごい盛り上がったのでないですか、スカイ

ダニエル

会社員みたいな。

ツリー、お祭りとか。それは、消防団の宣伝に

見木団長

そうですね。

も使えるんじゃないでしょうか。若い団員さん

横井副団長

とか増やすためにも、PR とかやっているんです
か？
年に 2 回、募集活動はやっている

んです。
ダニエル

やっぱり、積極的に募集して。

見木団長

錦糸町の駅前に行ったり、地下

鉄出口のところの各団が行ったりして、チラシ

会社員だと、災害はいつくるかわ

からないから、災害の時は、対応できないですね。
ダニエル

見木団長

昼間はいないから、夜家に帰って

来てからだけだなぁ。
見木団長

実際になったらそうでしょうね。

ダニエル

震災。去年 3 月にありましたけれど

も、その時も都心はごちゃごちゃになりまして。
見木団長

あの日の夜中車は動かないし、墨

配って歓迎したりしています。大体そういうと

田区は隅田川と荒川の間にあり運河もあり、四

ころでないと人がよってこないのですから。一

ツ木橋とか橋が多くありますから、それを渡る

応、反応はあるんですけれども、なかなか身に

のに一日かかりました。それこそ 1 時間に何十

はなりません。後は、コミニュティー、人、仲間、

センチ進む程度で、町の中の抜け道だと知らな

今の若い人は、仲間で飲み屋さんとかで会うじゃ

い人が入ってきて余計に渋滞してましたよ。消

ないですか。会話の中で、何やっている？消防団。

防団員も集まれないですよね。自分の家がやら

消防団ってそういうんだ、いい ? そうやって入っ

れちゃっているし、携帯はつながらないので連

てくる人が、結構多いんですよ。

絡が取れませんでしたよ。そういう中で消防団

横井副団長

1 月に成人式に、各地域で成人式

員というのは、えらいと思います。団員という

やるでしょ。その時に、配って。地元だから、

のは、意識がちゃんとあって集まってきますよ。

町の為に役に立てよってやるんですけど、なか

それは関心しました。

なかね。

横井副団長

ダニエル

難しいですよね。いわゆる同窓

会みたいですもんね。久しぶりに一緒になって、
はっきり言って朝から飲んでいる人が非常に多
くて難しいんだと思います、成人式は。
地元で商売やっている所の、後継ぎさんが多
いですか？

1 時間後、2 時間後、1 人集まり 2

人集まり。やっぱり分団っていうのは、そうやっ
て集まってきます。
見木団長

そして、解散命令が出るまで、自

分の家が心配なのに皆我慢していますもん。そ
の辺は意識があるんではないかと思います。
ダニエル

まあ、あんな大きな地震が来たわ

昔は、そうでした。今は、なかな

けですけど、まだ今何が足りないだろうか。改

か家業を継がないですから。でも、やっぱりうち

めて勉強になって反省ではないけど、今後のこ

見木団長
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よく、※印で下の方に、これはな

勉強しているんですよね。もう、大変だったも

んとかです。というのを入れてわかるようにし

んなぁ。

てほしいと思います。そうすれば、聞いたこと

見木団長

基金の方から亡くなった方に慰

労金みたいのは、出ているんですよね？
ダニエル

消防基金は市町村の消防団員が

公務災害を負ったときは共済契約に基づいて一

がない人でも、なるほど、こんな訓練があるの
かとか、あっ、消防団の危険予知訓練かとわか
ると思います。
ダニエル

そっか。そのことは、みんな知っ

定の基準により、市町村や遺族にお支払いしま

ているんだって思っていました。では、消防基

した。

金さん S − KYT の意味も分かるようによろし

見木団長

法律で定められている補償とは

いえ、基金のお蔭できちっとした補償がされる

くお願いします。
横井副団長

我々も、その訓練はしているんだ

のは本当に消防団員にとってありがたいことで

けれども、別に、そういった名称で使ったこと

す。話しは違いますけど、3.11 の前に仙台に取

はなかったからね、何かと思いました。

材にこういった形で行かれてますよね。仙台の

見木団長

確かに、その訓練がないと我々は

消防団の記事を読まさせて頂きました。22 年だ

危険を伴ったり、実際に出動した場合とか。扱

と思いますけど、震災の少し前ですね。宮城県

う器具が危険性が伴うものが多いから、確かに

沖地震の話ですよ、読ませていただきました。

その訓練は必要ですよ。

ダニエル

そうですかぁ、ありがとうござい

ます。
横井副団長

ダニエル

結構みなさん、その訓練受けたん

ですか？これは、役にたってますよ。消防団員
あの、リクエストがあるんです

けど、この雑誌広報なんですけども、S − K な
んとかって書いてあるでしょう。意味が分から

さんとしてだけでなくて、一般の自分の職場で
も、家の中でも、呼称したりして。
横井副団長

私達みたいに、年をとってくると

ない団員が結構いるんですよね、だから、どこ

置き忘れをする前にこれをすると「置いた、持っ

かに S − KYT の意味を書いておいてくれれば。

た」という行程が、これをすることにより出て

名称の意味はわかるんだけど、正式名がわから

きますからね。

ないと、
S が消防団でしょ。K が危険でしょ、T は？
ダニエル

消防団、これぱっと見て SKY

TREE スカイツリーのように見えるけど。
横井副団長

今度は、スカイツリーと言いま

しょうか。
（笑）
ダニエル

S − KYT だから、スカイティー

だけど、スカイツリーなんだよなぁ。

見木団長

話は変わりますけど、我々の本所

消防団は、年に 2 回大きな行事があります、消
防団員全員集めて、新年会やるんですよ。約 300
名集めて、あと、町会の町会長さんとか、防災
部長さん、お呼びして、一緒の席でやり、消防
団員同士、町ぐるみ、消防署の人たちが顔を覚
えたり、コミュニケーションを図るそういった
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ことを企画して来年の 1 月にやる予定です。

ダニエル

スカイツリーは、一度に何百人っ

て入れるんですか？

ダニエル

来年の 1 月。

見木団長

これを、本所消防団のひとつの行

事として。よそはやっていないんですよね。

見木団長

何千人ですよ。

ダニエル

最後にまとめねばなんないんで

仲の良い消防団と町が連携のと

すけど。最後に、お二人にお伺いしたいんです

れた町会、消防署ということで良い恵まれた消

けれども、部下の団員さん達に何か一言伝えた

防団ですね。

いことがあれば、お聞かせ下さい。団員さんに。

ダニエル

見木団長

それから、本所消防団は 9 月 1 日

に、全団員が朝 6 時に管轄内にある東京都の慰

メッセージとか。
横井副団長

私から言いますと、いい団体だか

霊堂に震災時参集訓練を行い集合し、その後、

ら、諦めずに長くやって欲しい。地元のために

そこで献花や黙とうをして、空襲や関東大震災

もなるし。色んな知らない業務の違う人とコミュ

で亡くなられた慰霊にたいしてお参りをしてき

ニケーションもとれる。直ぐ辞めるとか言わな

ます。これは、本所消防団だけです。我々は、朝、

いで長く、やっぱりやってほしいですね。定年

5 時に色々準備して、6 時からお参りするわけです。

までね。

ダニエル

すごいですね。

ダニエル

見木団長

それともうひとつ、スカイツリー

団員の皆さん頑張って下さいで

すね。

が完成してその時に訓練やったんですが。第一

横井副団長

展望台でテロ発生を想定して、我々消防団員が

ダニエル

そう、頑張って！
訓練も時々大変だし朝早いし、夜

上から避難訓練で歩いて降りて来たんです。階

遅いし。とか色々あるけど頑張って長くやって

段で上から下に到着するのに約 40 分位かかるん

ほしいですね。

ですよね。5 月の開業前にスカイツリーから我々

ジをお願いします。

消防団がやったんです。
ダニエル
横井副団長

団長さんにも、部下の団員さん達へのメッセー

ここって外階段なんですか？
ら せ ん かいだん

中の螺旋階段です。そこを降りて

きた団員皆な膝をやられてダウンでした。

見木団長

とにかく皆さん真面目に参加さ

れているなか、自分的には、全団員が意識を持っ
て、自分でやるべきことはちゃんとやって、こ

朝 6 時に参集訓練をした後慰霊にお参り
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れからも、若い人を募集して、そういったこと

りましょう。消防団は、昔から憧れていて入り

を全団員に思います。

たいなぁって、山形の時代から思っていたんで

ダニエル

わかりました。ありがとうござい

ます。
見木団長

すけれども。私みたいな高齢者の消防団ってな
いんですか？私も 52 歳になりました。入団する

色んな意味で消防団員になって

いて良かったなっと思います。色んな職種の人
がいるんですよね。電気屋さん、大工さん、畳
屋さん、
ガラス屋さん。いろんな職種があるから。
何かあっても、誰かに相談すれば、結構うまく
解決ってこともありますよね。

のが遅すぎたわ。
見木団長

まだ、50 代だったら大丈夫です

よ。世田谷の消防団。
ダニエル

今日は、忙しいなかお時間をいた

だきまして、ありがとうございました。
今回の取材も見木団長さん、横井副団長さん

いろんな職種があるからこそ、み

のもとで活躍している仲の良い消防団だった

んな違うスキルをもっているから、消防団がみ

なぁ。本所消防団の皆さん楽しく、そして長く

んな集まって訓練する時は、面白そうな気がし

消防団してくださいね。

ダニエル

ます。こうやってうまくいかなかったら、工夫
してこうやってみっかとかね。
わかりました。いや、本当にこれからもやっ
ぱり、お祭り、成人式などなどに参加して、ガ
ンガン若い人たちに消防団の魅力をどんどん宣
伝して、平均年齢をちょっと引き下げて、頑張
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団長：見木良夫

副団長：横井俊雄

ダニエル・カール氏

本所消防署の皆さん

本所消防団の皆さん頑張ぺ！
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