
学年 その他 所管部署 電話番号
愛知県 名古屋市 春岡小クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春岡小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 上野小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 自由ヶ丘小ふれあい委員会 小学４年生から小学６年生まで 自由ヶ丘小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 星ヶ丘消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 星ヶ丘小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 見付小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 見付小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 旭丘少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 旭丘小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 東桜小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東桜小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 明倫小学校　児童会 小学４年生から小学６年生まで 明倫小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 砂田橋小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 城北小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 城北小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 西味鋺少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 西味鋺小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 如意小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 如意小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 宮前小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 上名古屋児童消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 上名古屋小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 城西少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 城西小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 児玉小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 児玉小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 庄内小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 庄内小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 稲生小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 平田小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 平田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 浮野少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 浮野小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 比良西小児童会 小学４年生から小学６年生まで 比良西小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員 小学４年生から小学６年生まで 中村小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 牧野小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 牧野小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 柳小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 柳小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 老松小クラブ 小学４年生から小学６年生まで 老松小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 橘ＢＦＣ 小学４年生から小学６年生まで 橘小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 平和小学校 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 平和小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 吹上少年クラブ 小学４年生から小学６年生まで 吹上小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 広路小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 広路小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 八事消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 八事小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 弥富小学校代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 弥富小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 堀田少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 堀田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 穂波クラブ 小学４年生から小学６年生まで 穂波小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 瑞穂小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 瑞穂小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 豊岡小学校代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 豊岡小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 高田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 千年小代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 千年小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 船方小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 船方小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 白鳥小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 野立小少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 野立小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 大宝クラブ 小学４年生から小学６年生まで 大宝小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 広見小学校　児童会 小学４年生から小学６年生まで 広見小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 露橋小学校　児童会 小学４年生から小学６年生まで 露橋小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 八熊消防クラブ（八熊小学校） 小学４年生から小学６年生まで 八熊小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
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愛知県 名古屋市 昭和橋消防団 小学４年生から小学６年生まで 昭和橋小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 常磐小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 八幡小学校　代表委員 小学４年生から小学６年生まで 八幡小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 長須賀少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 長須賀小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 万場小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 明正小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 明正小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 中島小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 玉川少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 玉川小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 春田小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 大手小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 港西小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 港西小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 小碓小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 西築地小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 西築地小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 児童消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 港楽小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 明徳BFC 小学４年生から小学６年生まで 明徳小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 稲永消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 稲永小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 野跡小学校消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 野跡小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 西福田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 福田小少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 福田小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 道徳小学校児童会 小学４年生から小学６年生まで 道徳小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 春日野小学校 小学４年生から小学６年生まで 春日野小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 宝南小　代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 宝南小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 鳥羽見少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 鳥羽見小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 志段味東少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 志段味東小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 志段味西小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 志段味西小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 森孝西 児童会 小学４年生から小学６年生まで 森孝西小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 下志段味小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 下志段味小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 児童会 小学４年生から小学６年生まで 平子小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 旭出小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 浦里児童会 小学４年生から小学６年生まで 浦里小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 桶狭間小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 梅森坂少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 梅森坂小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 貴船小少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 貴船小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 極楽小学校代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 極楽小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 前山消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 前山小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 野並消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 野並小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 高坂少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 高坂小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 平針小学校　少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 平針小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 平針南小学校　児童会 小学４年生から小学６年生まで 平針南小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 山根消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 山根小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 植田南小学校　代表委員会 小学４年生から小学６年生まで 植田南小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 名古屋市 植田北小学校 児童会 小学４年生から小学６年生まで 植田北小学校に通学する児童 名古屋市消防局予防部予防課 052-972-3559
愛知県 豊橋市 豊橋市立岩田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立豊小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
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愛知県 豊橋市 豊橋市立東田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立八町小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立松葉小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立花田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立松山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立新川小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立羽根井小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立下地小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立大村小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立津田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立牟呂小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立汐田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立吉田方小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立高師小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立幸小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立芦原小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立福岡小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立中野小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立磯辺小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立大崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立野依小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立植田小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立牛川小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立鷹丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立下条小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立多米小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立岩西小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立飯村小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立つつじが丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立旭小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立栄小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立天伯小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立大清水小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立富士見小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立向山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立前芝小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立西郷小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立玉川小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立嵩山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立石巻小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立谷川小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立小沢小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立細谷小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立二川小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115



学年 その他 所管部署 電話番号
市区町村都道府県

③加入対象 ④問合せ先情報
備考②少年消防クラブ名

愛知県 豊橋市 豊橋市立二川南小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立豊南小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立高根小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立老津小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立杉山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立賀茂小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊橋市に居住する１１歳から１２歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立豊岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立東部中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立東陽中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立中部中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立豊城中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立青陵中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立東陵中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立羽田中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立牟呂中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立吉田方中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立南部中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立高師台中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立南陽中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立本郷中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立南稜中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立北部中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立前芝中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立石巻中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立二川中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立五並中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立高豊中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 豊橋市立章南中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 豊橋市 学校法人桜丘学園桜丘中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生まで 豊橋市に居住する１３歳から１５歳までの児童または生徒 豊橋市消防本部予防課 0532-51-3115
愛知県 岡崎市 岡崎市立梅園小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立梅園小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立根石小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立根石小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立男川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立男川小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立美合小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立美合小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立緑丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立緑丘小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立羽根小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立羽根小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立岡崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立岡崎小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六名小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立六名小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立三島小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立三島小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立竜美丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立竜美丘小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立連尺小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立連尺小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立広幡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立広幡小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立井田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立井田小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立愛宕小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立愛宕小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立福岡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立福岡小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
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愛知県 岡崎市 岡崎市立竜谷小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立竜谷小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立藤川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立藤川小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立山中小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立山中小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立本宿小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立本宿小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立生平小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立生平小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立秦梨小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立秦梨小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立常磐南小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立常磐東小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立常磐小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立恵田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立恵田小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立奥殿小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立奥殿小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立細川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立細川小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立岩津小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立岩津小学校小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立大樹寺小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立大樹寺小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立大門小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立大門小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立矢作東小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立矢作北小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立矢作西小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立矢作南小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美中部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立六ツ美中部小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美北部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立六ツ美北部小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立六ツ美南部小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立城南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立城南小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立上地小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立上地小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立小豆坂小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立小豆坂小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立北野小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立北野小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美西部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立六ツ美西部小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立豊富小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立豊富小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立夏山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立夏山小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立宮崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立宮崎小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立形埜小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立形埜小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立下山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岡崎市立下山小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 愛知教育大学付属岡崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 愛知教育大学付属岡崎小学校に通学する児童 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立甲山中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立甲山中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立美川中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立美川中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立南中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立竜海中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立竜海中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立葵中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立葵中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立城北中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立城北中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立福岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立福岡中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立東海中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立東海中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立河合中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立河合中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立常磐中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立岩津中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立岩津中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
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愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立矢作中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立六ツ美中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作北中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立矢作北中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立新香山中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立新香山中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立竜南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立竜南中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立北中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立北中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立六ツ美北中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立六ツ美北中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立額田中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立額田中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 岡崎市立翔南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岡崎市立翔南中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859
愛知県 岡崎市 愛知教育大学付属岡崎中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 愛知教育大学付属岡崎中学校に通学する生徒 岡崎市消防本部予防課 0564-21-9859

愛知県 一宮市 一宮市立宮西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立宮西小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立貴船小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立貴船小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立神山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立神山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立大志小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立大志小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立向山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立向山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立葉栗小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立葉栗小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立西成小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立西成小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立瀬部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立瀬部小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立赤見小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立赤見小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立浅野小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立浅野小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立丹陽小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立丹陽小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立丹陽西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立丹陽西小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立丹陽南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立丹陽南小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立浅井南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立浅井南小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立浅井北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立浅井北小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立北方小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立北方小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立大和東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立大和東小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280
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愛知県 一宮市 一宮市立大和西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立大和西小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立今伊勢小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立今伊勢小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立奥小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立奥小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児
童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立萩原小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立萩原小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立中島小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立中島小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立千秋小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立千秋小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立千秋南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立千秋南小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立富士小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立富士小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立末広小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立末広小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立西成東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立西成東小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立今伊勢西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立今伊勢西小学校に通学する小学５年生から小学６年生ま
での児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立葉栗北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立葉栗北小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立大和南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立大和南小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立浅井中小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立浅井中小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立千秋東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立千秋東小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立起小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立起小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児
童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立三条小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立三条小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立小信中島小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立小信中島小学校に通学する小学５年生から小学６年生ま
での児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立朝日東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立朝日東小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立朝日西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立朝日西小学校に通学する小学５年生から小学６年生まで
の児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立開明小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立開明小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立大徳小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立大徳小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280
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愛知県 一宮市 一宮市立黒田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立黒田小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの
児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立木曽川西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立木曽川西小学校に通学する小学５年生から小学６年生ま
での児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 一宮市 一宮市立木曽川東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで
一宮市立木曽川東小学校に通学する小学５年生から小学６年生ま
での児童

一宮市消防本部　予防課 0586-72-1280

愛知県 瀬戸市 水南小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 水南小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 長根小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 長根小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 品野台少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 品野台小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 西陵小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 西陵小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 下品野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 下品野小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 東山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東山小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 萩山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 萩山小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 幡山東小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 幡山東小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 幡山西小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 幡山西小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 八幡小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 八幡小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 水野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 水野小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 特別支援学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 特別支援学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 陶原小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 陶原小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 效範小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 效範小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 掛川小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 掛川小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 原山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 原山小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 にじの丘小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで にじの丘小学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 幡山中学校少年消防クラブ 全学年 幡山中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 水野中学校少年消防クラブ 全学年 水野中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 南山中学校少年消防クラブ 全学年 南山中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 水無瀬中学校少年消防クラブ 全学年 水無瀬中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 光陵中学校少年消防クラブ 全学年 光陵中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 品野中学校少年消防クラブ 全学年 品野中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 特別支援学校(中学校)少年消防クラブ 全学年 特別支援学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 瀬戸市 にじの丘中学校少年消防クラブ 全学年 にじの丘中学校に通学する児童 瀬戸市消防本部予防課 0561-85-0479
愛知県 春日井市 春日井市立味美小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立味美小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立白山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立白山小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立勝川小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立勝川小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立春日井小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立春日井小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立篠木小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立篠木小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立鷹来小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立鷹来小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立牛山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立牛山小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立鳥居松小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立鳥居松小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立小野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立小野小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立八幡小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立八幡小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立坂下小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立坂下小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立西尾小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立西尾小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立高座小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立高座小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
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愛知県 春日井市 春日井市立不二小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立不二小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立玉川小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立玉川小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立藤山台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立藤山台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立神領小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立神領小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立山王小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立山王小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立松原小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立松原小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立岩成台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立岩成台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立西山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立西山小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立高森台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立高森台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立柏原小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立柏原小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立大手小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立大手小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立中央台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立中央台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立岩成台西小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立岩成台西小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立松山小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立松山小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立上条小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立上条小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立神屋小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立神屋小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立東野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立東野小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立北城小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立北城小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立石尾台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立石尾台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立東高森台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立東高森台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立篠原小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立篠原小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立押沢台小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立押沢台小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立丸田小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立丸田小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立出川小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 春日井市立出川小学校に通学する児童 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立東部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立東部中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立中部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立中部中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立西部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立西部中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立坂下中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立坂下中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立高蔵寺中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立高蔵寺中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立藤山台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立藤山台中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立知多中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立知多中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立鷹来中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立鷹来中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立松原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立松原中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立高森台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立高森台中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立柏原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立柏原中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立味美中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立味美中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立南城中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立南城中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立石尾台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立石尾台中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 春日井市 春日井市立岩成台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 春日井市立岩成台中学校に通学する生徒 春日井市消防本部　予防課 0568-85-6383
愛知県 豊川市 豊川市立豊川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立豊川小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立東部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立東部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立桜木小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立桜木小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立三蔵子小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立三蔵子小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立千両小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立千両小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
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愛知県 豊川市 豊川市立牛久保小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立牛久保小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立中部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立中部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立八南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立八南小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立平尾小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立平尾小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立国府小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立国府小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立桜町小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立桜町小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立御油小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立御油小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立天王小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立天王小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立代田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立代田小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立金屋小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立金屋小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立豊小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立豊小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立赤坂小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立赤坂小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立長沢小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立長沢小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683
愛知県 豊川市 豊川市立萩小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立萩小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立一宮西部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立一宮西部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立一宮東部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立一宮東部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立一宮南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立一宮南部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立小坂井東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立小坂井東小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立小坂井西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立小坂井西小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立御津南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立御津南部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 豊川市 豊川市立御津北部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊川市立御津北部小学校に通う小学５年生から小学６年生が対象 豊川市消防本部予防課予防担当 0533-89-9683

愛知県 津島市 津島市立暁中学校少年消防クラブ 中学１年生 津島市立暁中学校に通学する生徒 津島市消防本部予防課 0567-23-0419
愛知県 津島市 津島市立神守中学校少年消防クラブ 中学１年生 津島市立神守中学校に通学する生徒 津島市消防本部予防課 0567-23-0419
愛知県 津島市 津島市立天王中学校少年消防クラブ 中学１年生 津島市立天王中学校に通学する生徒 津島市消防本部予防課 0567-23-0419
愛知県 津島市 津島市立藤浪中学校少年消防クラブ 中学１年生 津島市立藤浪中学校に通学する生徒 津島市消防本部予防課 0567-23-0419
愛知県 豊田市 童子山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 童子山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 挙母小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 挙母小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 根川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 根川小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 小清水小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 小清水小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 前山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 前山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 山之手小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 山之手小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 美山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 寺部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 寺部小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 平井小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 平井小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 野見小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 野見小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 古瀬間小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 古瀬間小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 矢並小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 矢並小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
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愛知県 豊田市 高嶺小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 高嶺小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 寿恵野小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 寿恵野小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 畝部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 畝部小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 堤小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 堤小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 若園小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 若園小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 竹村小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 竹村小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 駒場小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 駒場小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 大林小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大林小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 大畑小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大畑小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 伊保小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 伊保小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 加納小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 加納小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 青木小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 青木小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 西広瀬小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 西広瀬小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 東広瀬小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 東広瀬小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 中金小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 中金小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 上鷹見小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 上鷹見小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 幸海小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸海小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 岩倉小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 岩倉小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 九久平小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 九久平小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 滝脇小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 滝脇小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 豊松小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 豊松小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 東山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 東山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 元城小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 元城小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 梅坪小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 梅坪小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 朝日小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 朝日小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 若林東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 若林東小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 東保見小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 東保見小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 四郷小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 四郷小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 浄水小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 浄水小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 平和小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 平和小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 市木小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市木小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 若林西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 若林西小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 衣丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 衣丘小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 土橋小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 土橋小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 広川台小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 広川台小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 井上小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 井上小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 五ケ丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 五ケ丘小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 西保見小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 西保見小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703

愛知県 豊田市 五ケ丘東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 五ケ丘東小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703

愛知県 豊田市 飯野小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 飯野小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 石畳小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 石畳小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 御作小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 御作小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 中山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 中山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
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愛知県 豊田市 道慈小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 道慈小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 本城小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 本城小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703

愛知県 豊田市 小原中部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 小原中部小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703

愛知県 豊田市 足助小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 足助小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 冷田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 冷田小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 追分小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 追分小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 佐切小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 佐切小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 則定小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 則定小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 萩野小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 萩野小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 明和小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 明和小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 新盛小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 新盛小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 大蔵小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大蔵小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 御蔵小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 御蔵小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 花山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 花山小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 大沼小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大沼小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 巴ケ丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 巴ケ丘小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 小渡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 小渡小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 敷島小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 敷島小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 稲武小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 稲武小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 浄水北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 浄水北小学校に通学する小学５年生から小学６年生までの児童 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 崇化館中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 崇化館中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 朝日丘中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 朝日丘中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 豊南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 豊南中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 高橋中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 高橋中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 上郷中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 上郷中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 高岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 高岡中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 保見中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 保見中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 猿投中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 猿投中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 猿投台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 猿投台中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 石野中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 石野中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 松平中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 松平中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 竜神中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 竜神中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 美里中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 美里中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 逢妻中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 逢妻中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 若園中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 若園中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 梅坪台中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 梅坪台中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 前林中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 前林中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 益富中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 益富中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 末野原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 末野原中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 井郷中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 井郷中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 藤岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 藤岡中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 小原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 小原中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 足助中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 足助中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703



学年 その他 所管部署 電話番号
市区町村都道府県

③加入対象 ④問合せ先情報
備考②少年消防クラブ名

愛知県 豊田市 下山中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 下山中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 旭中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 旭中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 稲武中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 稲武中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 藤岡南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 藤岡南中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 豊田市 浄水中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 浄水中学校に通学する中学１年生から中学３年生までの生徒 豊田市消防本部予防課 0565-35-9703
愛知県 西尾市 西尾市立西尾小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立西尾小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立花ノ木小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立花ノ木小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立八ツ面小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立八ツ面小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立鶴城小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立鶴城小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立西野町小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立西野町小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立米津小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立米津小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立中畑小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立中畑小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立平坂小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立平坂小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立矢田小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立矢田小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立寺津小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立寺津小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立福地南部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立福地南部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立福地北部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立福地北部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立室場小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立室場小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立三和小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立三和小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立一色中部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立一色中部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立一色東部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立一色東部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立一色西部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立一色西部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立一色南部小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立一色南部小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立横須賀小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立横須賀小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立津平小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立津平小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立荻原小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立荻原小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立吉田小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立吉田小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立白浜小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立白浜小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立幡豆小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立幡豆小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立東幡豆小学校少年消防クラブ 小学校５年生・６年生 西尾市立東幡豆小学校に通学する５・６年生の児童 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立西尾中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立西尾中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立鶴城中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立鶴城中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立平坂中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立平坂中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立寺津中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立寺津中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立福地中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立福地中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立東部中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立東部中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立一色中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立一色中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立吉良中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立吉良中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143
愛知県 西尾市 西尾市立幡豆中学校少年消防クラブ 中学校１年生から３年生まで 西尾市立幡豆中学校に通学する生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143

愛知県 西尾市 西尾市立佐久島しおさい学校少年消防クラブ
義務教育課程前期５年生から、
義務教育課程後期３年生まで

西尾市立佐久島しおさい学校に通学する児童および、生徒 西尾市消防本部　予防課 0563-56-2143

愛知県 蒲郡市 蒲郡市立大塚中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立大塚中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 蒲郡市 蒲郡市立三谷中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立三谷中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 蒲郡市 蒲郡市立蒲郡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立蒲郡中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
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愛知県 蒲郡市 蒲郡市立塩津中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立塩津中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 蒲郡市 蒲郡市立形原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立形原中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 蒲郡市 蒲郡市立西浦中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立西浦中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 蒲郡市 蒲郡市立中部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 蒲郡市立中部中学校の生徒 蒲郡市消防本部予防課 0533-68-0937
愛知県 犬山市 南部中学校生徒会 中学１年生から中学３年生まで 南部中学校に通学する生徒 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 犬山中学校生徒自治会 中学１年生から中学３年生まで 犬山中学校に通学する生徒 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 城東中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 城東中学校に通学する生徒 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 東部中学校生徒会 中学１年生から中学３年生まで 東部中学校に通学する生徒 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 今井少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 今井小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 犬山西小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 犬山西小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 栗栖小少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 栗栖小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 犬山南小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 犬山南小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 城東小消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 城東小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 楽田少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 楽田小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 犬山北小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 犬山北小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 東小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 犬山東小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 羽黒小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 羽黒小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 犬山市 池野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 池野小学校に通学する児童 犬山市消防本部予防課 0568-65-3123
愛知県 常滑市 矢田仲よし子ども会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 矢田仲よし子ども会に所属する児童 常滑市消防本部　予防課 0569-35-8631
愛知県 常滑市 北条竹の子子ども会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 北条竹の子子ども会に所属する児童 常滑市消防本部　予防課 0569-35-8631
愛知県 常滑市 奥条子ども会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 奥条子ども会に所属する児童 常滑市消防本部　予防課 0569-35-8631
愛知県 常滑市 常滑東小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 常滑東小学校に通学する児童 常滑市消防本部　予防課 0569-35-8631
愛知県 江南市 江南市立古知野東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立古知野西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立古知野南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立古知野北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立布袋小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立布袋北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立宮田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立草井小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立藤里小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 江南市 江南市立門弟山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通学する児童 江南市消防本部　消防予防課 0587-55-2771
愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 小牧小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立村中小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 村中小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立小牧南小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 小牧南小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立三ツ渕小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 三ツ渕小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立味岡小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 味岡小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立篠岡小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 篠岡小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立北里小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 北里小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立米野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 米野小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立一色小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 一色小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立小木小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 小木小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立小牧原小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 小牧原小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立本庄小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 本庄小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
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愛知県 小牧市 小牧市立桃ヶ丘小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 桃ヶ丘小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立陶小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 陶小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立光ヶ丘小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 光ヶ丘小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立大城小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 大城小学校に通う４、５、６年生の児童 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立小牧中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 小牧中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立味岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 味岡中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立篠岡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 篠岡中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立北里中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 北里中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立応時中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 応時中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立岩崎中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 岩崎中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立桃陵中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 桃陵中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立小牧西中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 小牧西中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 小牧市 小牧市立光ヶ丘中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 光ヶ丘中学校に通う中学１、２、３年生の生徒 小牧市消防本部予防課予防係 0568-76-0223
愛知県 稲沢市 稲沢東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 稲沢東小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 稲沢西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 稲沢西小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 清水小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 清水小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 片原一色小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 片原一色小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 国分小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 国分小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 千代田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 千代田小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 坂田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 坂田小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 大里西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大里西小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 大里東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大里東小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 下津小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 下津小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 大塚小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 大塚小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 稲沢北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 稲沢北小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 高御堂小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 高御堂小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 小正小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 小正小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 祖父江小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 祖父江小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 山崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 山崎小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 領内小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 領内小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 丸甲小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 丸甲小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 牧川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 牧川小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 長岡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 長岡小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 法立小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 法立小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 六輪小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 六輪小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 稲沢市 三宅小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 三宅小学校に通学する児童 稲沢市消防本部予防課 0587-22-2114
愛知県 新城市 千郷中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 新城市立千郷中学校に通学する生徒 新城紙消防本部 予防課 予防係 0536-22-4802
愛知県 東海市 東海市立緑陽小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立緑陽小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立名和小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立名和小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立渡内小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立渡内小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立平洲小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立平洲小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立明倫小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立明倫小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立富木島小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立富木島小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立船島小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立船島小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
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愛知県 東海市 東海市立大田小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立大田小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立横須賀小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立横須賀小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立加木屋小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立加木屋小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立三ツ池小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立三ツ池小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立加木屋南小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東海市立加木屋南小学校に通学する児童 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立名和中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立名和中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立上野中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立上野中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立平洲中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立平洲中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立富木島中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立富木島中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立横須賀中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立横須賀中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 東海市 東海市立加木屋中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 東海市立加木屋中学校に通学する生徒 東海市消防本部予防課 0562-32-1179
愛知県 大府市 石ヶ瀬BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 吉田BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 共和西BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 神田BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 共長BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 東山BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 大府BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 北山BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 大府市 大東BFC 小学１年生から小学６年生まで 大府市の子ども会に入会している小学生 大府市消防本部　予防課 0562-47-2208
愛知県 知多市 知多市立八幡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立八幡小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立新知少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立新知小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立佐布里小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立佐布里小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立新田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立新田小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立岡田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立岡田小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立旭北小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立旭北小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立旭南小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立旭南小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立つつじが丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立つつじが丘小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立南粕谷小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立南粕谷小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立旭東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生 知多市立旭東小学校に通学する児童 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立八幡中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生 知多市立八幡中学校に通学する学生 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立知多中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生 知多市立知多中学校に通学する学生 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立旭南中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生 知多市立旭南中学校に通学する学生 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立東部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生 知多市立東部中学校に通学する学生 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 知多市 知多市立中部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生 知多市立中部中学校に通学する学生 知多市消防本部　予防課 0562-56-0147
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年少女消防団 小学５年生から高校３年生まで 尾張旭市に在住の小学５年生から高校３年生 尾張旭市消防本部消防総務課 0561-51-0861
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立旭小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立東栄小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立渋川小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立本地原小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立城山小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立白鳳小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立瑞鳳小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立旭丘小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
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愛知県 尾張旭市 尾張旭市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 尾張旭市立三郷小学校に通学する児童 尾張旭市消防本部予防課 0561-51-0352
愛知県 岩倉市 岩倉市立岩倉北小学校少年消防クラブ 小学６年生 岩倉北小学校に通学する児童 岩倉市消防本部（総務課予防グループ） 0587-37-5333
愛知県 岩倉市 岩倉市立岩倉南小学校少年消防クラブ 小学６年生 岩倉南小学校に通学する児童 岩倉市消防本部（総務課予防グループ） 0587-37-5333
愛知県 岩倉市 岩倉市立岩倉東小学校少年消防クラブ 小学６年生 岩倉東小学校に通学する児童 岩倉市消防本部（総務課予防グループ） 0587-37-5333
愛知県 岩倉市 岩倉市立五条川小学校少年消防クラブ 小学６年生 五条川小学校に通学する児童 岩倉市消防本部（総務課予防グループ） 0587-37-5333
愛知県 岩倉市 岩倉市立曽野小学校少年消防クラブ 小学６年生 曽野小学校に通学する児童 岩倉市消防本部（総務課予防グループ） 0587-37-5333
愛知県 田原市 田原市立六連小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立六連小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立神戸小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立神戸小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立大草小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立大草小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立田原東部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立田原東部小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立田原南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立田原南部小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立童浦小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立童浦小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立田原中部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立田原中部小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立衣笠小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立衣笠小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立野田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立野田小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立高松小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立高松小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立赤羽根小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立赤羽根小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立若戸小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立若戸小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立亀山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立亀山小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立中山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立中山小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立福江小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立福江小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立清田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立清田小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立泉小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立泉小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立伊良湖岬小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 田原市立伊良湖岬小学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立東部中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 田原市立東部中学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立田原中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 田原市立田原中学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立赤羽根中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 田原市立赤羽根中学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074
愛知県 田原市 田原市立福江中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 田原市立福江中学校に通学する児童 田原市消防本部　予防課 0531-23-4074

愛知県 愛西市 永和中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 愛西市 佐屋中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 愛西市 立田中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 愛西市 八開中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 愛西市 佐織中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 愛西市 佐織西中学校少年消防クラブ
中学校１年生から中学校２年生ま
で

通学する生徒 愛西市消防本部　予防課 0567-26-1109

愛知県 幸田町 幸田町立幸田中学校少年消防クラブ 中学３年生 幸田町立幸田中学校に通学する生徒 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立北部中学校少年消防クラブ 中学３年生 幸田町立北部中学校に通学する生徒 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立南部中学校少年消防クラブ 中学３年生 幸田町立南部中学校に通学する生徒 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立坂崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立坂崎小学校に通学する児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513



学年 その他 所管部署 電話番号
市区町村都道府県

③加入対象 ④問合せ先情報
備考②少年消防クラブ名

愛知県 幸田町 幸田町立幸田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立幸田小学校に通がする児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立中央小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立中央小学校に通学する児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立荻谷小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立荻谷小学校に通学する児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立豊坂小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立豊坂小学校に通学する児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513
愛知県 幸田町 幸田町立深溝小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 幸田町立深溝小学校に通学する児童 幸田町消防本部予防防災課 0564-63-0513

愛知県 半田市 半田市立乙川東小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立花園小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立半田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立板山小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立有脇小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立岩滑小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立亀崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立乙川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立成岩小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立雁宿小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立宮池小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立横川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 半田市 半田市立さくら小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 阿久比町 阿久比町立南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 阿久比町 阿久比町立英比小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 阿久比町 阿久比町立東部小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 阿久比町 阿久比町立草木小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 武豊町 武豊町立衣浦小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 武豊町 武豊町立武豊小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491
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愛知県 武豊町 武豊町立富貴小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 武豊町 武豊町立緑丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立緒川小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立森岡小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立片葩小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立生路小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立藤江小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立卯ノ里小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 東浦町 東浦町立石浜西小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 町内の小学校に通う小学５年生から小学６年生
知多中部広域事務組合消防本部　予防課予防担
当

0569-21-1491

愛知県 豊明市 豊明市立豊明中学校少年消防クラブ 中学２年生 豊明市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立栄中学校少年消防クラブ 中学２年生 豊明市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立沓掛中学校少年消防クラブ 中学２年生 豊明市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立豊明小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立栄小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立沓掛小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立大宮小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立三崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立舘小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立二村台小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 豊明市 豊明市立中央小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 豊明市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進中学校少年消防クラブ 中学２年生 日進市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進西中学校少年消防クラブ 中学２年生 日進市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進東中学校少年消防クラブ 中学２年生 日進市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進北中学校少年消防クラブ 中学２年生 日進市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進西小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進東小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進北小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立日進南小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立相野山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立香久山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立梨の木小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立赤池小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 日進市 日進市立竹の山小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 日進市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立三好中学校少年消防クラブ 中学２年生 みよし市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立北中学校少年消防クラブ 中学２年生 みよし市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
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愛知県 みよし市 みよし市立南中学校少年消防クラブ 中学２年生 みよし市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立三好丘中学校少年消防クラブ 中学２年生 みよし市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立中部小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立北部小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立南部小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立天王小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立三吉小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立三好丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立緑丘小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 みよし市 みよし市立黒笹小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで みよし市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立長久手中学校少年消防クラブ 中学２年生 長久手市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立南中学校少年消防クラブ 中学２年生 長久手市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立北中学校少年消防クラブ 中学２年生 長久手市の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立長久手小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立西小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立東小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立北小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立南小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 長久手市 長久手市立市が洞小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 長久手市の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立東郷中学校少年消防クラブ 中学２年生 東郷町の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立諸輪中学校少年消防クラブ 中学２年生 東郷町の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立春木中学校少年消防クラブ 中学２年生 東郷町の中学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立諸輪小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立春木台小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立音貝小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立東郷小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立高嶺小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 東郷町 東郷町立兵庫小学校少年消防クラブ 小学５年生から６年生まで 東郷町の小学校に通学する児童（在校中自動加入） 尾三消防本部予防課 0561-38-7236
愛知県 あま市 あま市七宝中学校少年消防クラブ 中学２年生 七宝中学校に通学する児童 あま市役所総務部安全安心課 052-444-0862
愛知県 あま市 あま市七宝北中学校少年消防クラブ 中学２年生 七宝北中学校に通学する児童 あま市役所総務部安全安心課 052-444-0862
愛知県 あま市 あま市美和中学校少年消防クラブ 中学２年生 美和中学校に通学する児童 あま市役所総務部安全安心課 052-444-0862
愛知県 あま市 あま市甚目寺中学校少年消防クラブ 中学２年生 甚目寺中学校に通学する児童 あま市役所総務部安全安心課 052-444-0862
愛知県 あま市 あま市甚目寺南中学校少年消防クラブ 中学２年生 甚目寺南中学校に通学する児童 あま市役所総務部安全安心課 052-444-0862
愛知県 大治町 大治町少年消防クラブ 中学２年生 大治中学校に通学する児童 大治町役場総務部防災危機管理課 052-444-2711
愛知県 飛島村 飛島学園飛島中学校少年消防クラブ 中学１年生 飛島学園飛島中学校に通学する生徒 海部南部消防本部予防課 0567-52-3143
愛知県 弥富市 弥富中学校少年消防クラブ 中学２年生 弥富中学校に通学する生徒 海部南部消防本部予防課 0567-52-3143
愛知県 弥富市 弥富北中学校少年消防クラブ 中学２年生 弥富北中学校に通学する生徒 海部南部消防本部予防課 0567-52-3143
愛知県 弥富市 十四山中学校少年消防クラブ 中学２年生 十四山中学校に通学する生徒 海部南部消防本部予防課 0567-52-3143
愛知県 大口町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 上小口子ども会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
愛知県 大口町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 竹田子ども会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
愛知県 大口町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 豊田子ども会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
愛知県 扶桑町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 山那子供会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
愛知県 扶桑町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 北新田子供会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
愛知県 扶桑町 丹羽消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 平塚子供会に所属する児童 丹羽広域事務組合消防本部　予防課 0587-95-5158
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愛知県 南知多町 豊浜小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 南知多町立豊浜小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 南知多町 内海小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 南知多町立内海小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 南知多町 みさき小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 南知多町立内海小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 南知多町 篠島小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 南知多町立篠島小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 南知多町 日間賀小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 南知多町立日間賀小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 美浜町 上野間小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美浜町立上野間小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 美浜町 布土小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美浜町立布土小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 美浜町 河和小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美浜町立河和小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 美浜町 野間小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美浜町立野間小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121
愛知県 美浜町 奥田小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 美浜町立奥田小学校に通学する児童 知多南部消防組合消防本部　予防課 0569-64-0121

愛知県 碧南市 碧南市立新川中学校少年消防クラブ 中学１年生・２年生 碧南市立新川中学校に通う生徒
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立中央中学校少年消防クラブ 中学１年生・２年生 碧南市立中央中学校に通う生徒
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立南中学校少年消防クラブ 中学１年生・２年生 碧南市立南中学校に通う生徒
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立東中学校少年消防クラブ 中学１年生・２年生 碧南市立東中学校に通う生徒
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立西端中学校少年消防クラブ 中学１年生・２年生 碧南市立西端中学校に通う生徒
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立新川小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立新川小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立中央小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立中央小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立大浜小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立大浜小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立棚尾小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立棚尾小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立日進小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立日進小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立鷲塚小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立鷲塚小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 碧南市 碧南市立西端小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 碧南市立西端小学校に通う児童
衣浦東部広域連合消防局（碧南消防署）庶務・
消防団係

0566-41-2401

愛知県 安城市 安城市立安城中部小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立安城中部小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城南部小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立安城南部小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城西部小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立安城西部小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城東部小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立安城東部小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城北部小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立安城北部小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立錦町小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立錦町小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立高棚小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立高棚小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立明和小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立明和小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立志貴小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立志貴小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立梨の里小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立梨の里小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
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愛知県 安城市 安城市立桜井小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立桜井小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立作野小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立作野小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立祥南小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立祥南小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立丈山小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立丈山小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立二本木小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立二本木小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立里町小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立里町小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立桜町小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立桜町小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立桜林小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立桜林小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立新田小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市新田小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立今池小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立今池小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立三河安城小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 安城市立三河安城小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城南中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立安城南中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城北中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立安城北中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立明祥中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立明祥中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安城西中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立安城西中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立桜井中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立桜井中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立東山中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立東山中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立安祥中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立安祥中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 安城市 安城市立篠目中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 安城市立篠目中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（安城消防署）予防係 0566-75-2459
愛知県 知立市 知立市立知立小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立知立小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立猿渡小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立猿渡小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立来迎寺小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立来迎寺小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立知立東小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立知立東小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立知立西小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立知立西小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立八ツ田小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立八ツ田小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 知立市 知立市立知立南小学校少年消防クラブ 小学５年生・６年生 知立市立知立南小学校に通学する児童 衣浦東部広域連合消防局（知立消防署）予防係 0566-81-4142
愛知県 高浜市 高浜市立高浜中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 高浜市立高浜中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（高浜消防署）予防係 0566-52-1191
愛知県 高浜市 高浜市立南中学校少年消防クラブ 中学１年生から３年生 高浜市立南中学校に通学する生徒 衣浦東部広域連合消防局（高浜消防署）予防係 0566-52-1191
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