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季節のご挨拶
５月２８日、気象庁は、「東海地方が梅雨

入りしたようである」との発表をしましたが、
その後、中休みがずいぶん続いているよう

です。でも、丹那地区の農家では、例年通り
田植えが終わり、各種のさぎが田んぼの中を
エサを探して散策しています。（右の写真）
また、みかんの花咲く時期になり、上品な

香りを、胸一杯吸い込める季節になりました。

５／２６（日）の午前中は、「春のクリーン
作戦」をダイヤランド地区から、函南中学校に
通学している生徒さん及びそのＰＴＡの方々と
実施しました。班別カードや環境クイズ等
いろんなところに中学生の工夫があり、楽しい
ひとときを過ごすことができました。

撮影 ２０１３年 ６月 ５日
さて、この３７号は、平成２５年度第１回目 場所 さぎが飛び交う丹那地区の

の定例会の報告を中心に掲載しました。 たんぼから、ダイヤランドを
望む。

また、ダイヤランドは、元気なシニアが多い
のも現実です。元気なシニアでも、脳や心臓等、急に症状が出る病気もあります。

でも、前触れを知ることで、早く処置できるとのことですので、各研究機関で、明確
にわかっているものがありましたら、掲載してゆきたいと思っています。今回は、脳卒中
です。

「玄岳だより」では、丹那駐在所の竹内さんが、「訪問販売で注意すること」を詳しく
書かれました。大変参考になるものと思われます。ぜひ、一読されることをお薦めします。
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１．平成２５年度第１回定例会の報告（５月２６日開催）

Ａ．平成２５年度５月度区長会報告（Ｈ２５年５月１５日開催）
１）町長挨拶より

①東駿河湾環状道路の開通
・平成２５年度中に、本線及び側道１車線が開通予定
・環状道路周辺の用途地域変更（近隣商業地域）
・道の駅・川の駅及び内陸フロンティア事業の推進

②かんなみちえの和館の利用について（Ｈ２５年４月開館）
・「読書のまち・かんなみ」宣言をしました。
・蔵書数：現在幼児・児童図書を中心に９万冊（予定１５万冊まで増図書）

蔵書状況：幼児・児童図書は、かなり充実
一般図書は、これから充実させていく予定

・利用者数：約１ヶ月で、１万５千人
（図書館：１万人、子育て支援センター：５千人）

③仏の里美術館の利用について
開館後、約１年で、３万人弱の入館者を数え、とても好評を得ています。

④運動公園の愛称募集及び樹木の寄贈のお願い（広報かんなみ５月号に掲載）
愛称の募集 ・・・よい愛称を付けて下さい。
樹木の寄贈のお願い・・・運動場法面につつじと紫陽花の植樹を予定

（一般から寄贈を募っています・・・建設課）

２）町・各種団体からの依頼事項他
①社会福祉協議会・一般会員の加入と会費の取りまとめについて（社協）

対 象：函南町住民
会 費：一世帯・・・５００円／年
納付期限：Ｈ２５年７月末日
取りまとめ：ダイヤランド管理センター

②Ｈ２５年度静岡県協同募金会助成について（社協）
助成内容：地域ふれあい・支え合い助成事業
申請期間：Ｈ２５年６月３日～７月１９日
助成額 ：（上限）・事業費 ２０万円

機器整備費 ３０万円
助成率 ：９０％（千円未満切り捨て）

③Ｈ２５年度赤十字社社員加入及び社費納入推進について（福祉課）
対 象 ：函南町住民
社費額 ：一世帯・・・５００円以上
納付期限 ：Ｈ２５年７月１８日迄
取りまとめ：ダイヤランド管理センター

④民生委員・児童委員の推薦について（福祉課）
推薦人員 ：４名
推薦期限 ：Ｈ２５年６月２８日
任 期 ：Ｈ２５年１２月 １日～Ｈ２８年１１月３０日
任 命 ：厚生労働省所管 厚生労働大臣からの任命

⑤「函南町タウンウオッチング」の募集について（企画財政課）
実施日 ：～Ｈ２５年１１月２０日（平日）迄に実施の事
時 間 ：午後１時～５時の間
見学施設 ：函南町内の公共施設等

ダイヤランドでは、９月２７日に開催を予定しています。
お誘い合わせの上、多数の参加を希望しています。

１－１会長挨拶及び区長会その他報告 ・・・・・・会長 中村 圭一
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⑥自治会活動保険の加入申込みについて（企画財政課）
加入申込 ：Ｈ２５年５月２４日（火）迄に 企画財政課へ
対 象 ：自治会活動（クリーン作戦や防災訓練等）で怪我をした時に

摘要

ダイヤランドは、
Ｈ２５年度 ８００世帯 保険料 ￥１０２，８８０－
Ｈ２４年度 ７５０世帯 保険料 ￥ ９６，４５０－

３）配布物（区民の会掲示板に掲示）
①特定検診ちらし
②赤十字しずおか VOL.１０４
③丹那小だより
④函南中だより 平成２５年４月号

４）ポスターほか
①特定検診ポスター（管理センター掲示板へ掲示）

Ｂ．会議・催事等への出席（予定を含む）

１）函南町消防団第２分団 結団式（丸山自主防災会長と出席）
日時：Ｈ２５年４月２８日（日）１０時～
場所：農村環境改善センター

２）区長・消防防災委員長・交通安全会長会議
（藤田環境整備・交通安全部会長と出席）
日時：Ｈ２５年５月９日（木） 午後７時～
場所：観阿弥帳役場 ２階 大会議室

３）土砂災害対応防災訓練（丸山自主防災会長と出席予定）
日時：Ｈ２５年６月２日（日） 午後９時３０分～１２時
場所：農村環境改善センター 会議室
内容：土砂災害防止講習会、図上訓練等

４）函南中学校「地区懇談会」（丹那小学校区）
日時：Ｈ２５年６月７日（金） 午後７時～
場所：農村環境改善センター

「自分の命は自分で守る」「地域は、みんなの力で守る」という意識の基に、平成
２４年度より進めている次のテーマに力を注ぎます。

①自主防災組織体制の再構築（地域と本部組織の編成）
②防災害対策設備（無線機の追加等）の充実
③防災倉庫備品類の見直し
④防災訓練の充実（地震発災に備えての訓練）等

防災訓練について
夏の防災訓練・・・・地区別で実施
冬の防災訓練・・・・勉強会を含めた全体での訓練実施

［コラム１］咲き誇るみかんの花

窓辺にみかんの木があると、この時期、良い香りが
部屋に漂うようです。

梅の里も良い香りでしょうね。

１－２各部会活動報告・依頼事項
自主防災会 ・・・・・・会長 丸山 正行
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１．交通安全施設等設置（修理）要望について
平成２５年度交通安全施設設置（修理を含む）要望の提出時期となりました。
要望がありましたら、別紙「要望書」（班長所持）に記入の上、提出してください。

１．対象施設
交通安全施設関係・・・（函南町対応）

①カーブミラー、②通学路標識、③センターフラッシュ（交差点
点滅鋲）、④各種看板（行き止まり等）、⑤ガードレール、
⑥ガードパイプ

交通規制関係 ・・・（三島警察署対応／県公安委員会）
①一時停止、②駐車禁止、③進入禁止（時間帯指定を含む）
④一方通行、等

提出期限 平成２５年 ６月 ３０日

提出先 区民の会投函箱（管理センター内に設置）へ投函下さい。

提出書類 交通安全施設設置要望書（新規・修理）

要望書記入項目（記入例を参考に記入して下さい）

１）地区／班名、幹事名 印 班長名
２）要望内容 ：設置を要望する設備を具体的に（カーブミラーの設置等）
３）場所 ：設置する場所付近の区画番号
４）要望理由 ：要望理由を具体的に記入する。
５）案内図 ：設置場所が判るように付近の略図を書いてください。

２．横断溝・側溝の清掃工事要望について
今年も、いよいよ梅雨を迎える時期になりました。
この時期、横断溝の目詰まりにより、雨水の排水が悪い箇所があれば、調査の上
管理会社に依頼して、清掃工事を行いたいと思います。
気づいた所が在りましたら、別紙「要望署」に記入の上、提出してください。
要望を取りまとめ、管理会社と協議し、早急に対処したいと考えています。

１．対象施設・・・側溝・横断溝で土砂が詰まっている所

提出期限 平成２５年 ６月 １５日

提出先 区民の会投函箱（管理センター内に設置）へ投函下さい。

提出書類 横断溝・側溝の清掃工事要望書

要望書記入項目（記入例を参考に記入して下さい）

１）地区／班名、幹事名／印 班長名
２）要望内容 ：横断溝・側溝の区分
３）場所 ：横断溝・側溝の場所付近の区画番号
４）要望理由 ：状況を具体的に（どのような状況か？）
５）案内図 ：横断溝・側溝の場所が判るように付近の略図を書いてください。

１－２部会活動報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 藤田 宗久
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１．「第１３回フリーマーケット」（５／１１）に参加（管理センター主催）

・売上金 ￥２３，０００－ を「ＮＰＯ動物ノート」に寄付
・寄付金は、野良猫の手術代の一部に

２．「春のクリーン作戦」（５/２６）について（詳細は、ページ にて紹介）

・参加者は、中学生、父兄、管理センター職員、区民の会会員を含めて、
６０名位で、少なかった。
今回のこの行事のお知らせは、「区民の会の会報」だけでしたが、いつもの
ように「別刷り」のお知らせを再度検討する必要があるようです。

・ダイヤランドホールで実施する中学生のレクレーションの参加者は、４０名
位になり、少し寂しかった。

・でも、中学生は、１８名参加、熱心な活動姿が、まぶしく映りました。
・勉強会は「ＮＰＯ動物ノート」の方に「ダイヤランドの野良猫事情」に

ついてお話しをして頂きました。

３．「夏祭り」（８／１２）（管理センター主催）の参加内容について

・「ダイヤランド音頭同好会」とともに、「ダイヤランド音頭」を踊る予定です。
多数のご参加をお待ちしています。

１．「ダイヤランド区民の会」会報３７号の発行
５月２６日、第１回定例会が開催されましたので、６月１５日に３７号を発行

すべく、作業を開始します。
各部会の活動も活発になってきましたので、情報量も増えてくるものと期待

しています。

２．「ダイヤランド区民の会」ホームページの運営について
１）「区民の会」スタート時からの会報を PDF で会報に記載されない区民の会やサー

クルのイベントのお知らせや内容を、連絡
頂いた内容に問題が無ければ、随時ホームページにアップしました。

２）区民の会の方のご意見をお知らせしました。

３．「ダイヤランド大学」の活動について
講座の開講が徐々に増加しており、嬉しく思っています。

１、本日、定例会終了後、「地区活動費」を各地区代表幹事の方に会計表とともに
お渡ししますので、代表幹事の方は、お立ち寄りください。

１－２部会活動報告
環境美化文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田 伸江

１－２部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 古河 恵子

１－２部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重
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１．区民の会会員の入退会管理について
以下の２つの情報により実施してゆきます。

１）「区民の会／入退会・変更届」提出のお願い
班長は、班の会員に異動（新規加入／退会／変更）があった場合は、必ず、
別紙「区民の会入退会・変更届」に記入の上、管理センター／区民の会／
投函箱に投函願います。又は、部会長まで、ＦＡＸ願います。

［参 考］

ダイヤランド区民の会
総務部会担当 宛

区民の会 入退会・変更届

平成 年 月 日
○○地区 □□ 班
幹事名
班長名

下記の方の入退会及び変更がありましたので、連絡致します。

区画番号 氏名 区民の会 会員区分 備考
入退会の区分 （入会の場合

加入・未加入 正会員・準会員
退会・変更 賛助会員

加 入 ・ 未 加 入 正 会 員 ・ 準 会 員
退会・変更 賛助会員

加 入 ・ 未 加 入 正 会 員 ・ 準 会 員
退会・変更 賛助会員

加 入 ・ 未 加 入 正 会 員 ・ 準 会 員
退会・変更 賛助会員

［記入上の注意事項］

１．新規入会の場合、ご面倒ですが、①町民（函南町住民登録済み）、②その他常住
の別を確認して下さい。（区民の会規約 第３条）

２．会員の単位は、世帯です。（区民の会規約第３条）従って、世帯主に変更が
あった場合も、届出してください。
（二世帯同居の場合でも、各々別世帯の時は、二世帯登録になります。）

３．その他特記事項があれば、［備考］欄に記入してください。

★：お手数ですが、区民の会への新規入会・退会・変更等があった場合は、該当蘭
に記入して頂き、用紙を「区民の会投函箱」へ投函してください。

１－２部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 中村 圭一
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２）常住者から管理センターに「常住届出・転出届出」があったものについて
常住者が、「常住届出・転出届出」を管理センターへ、提出した情報は、管理
センターより、区民の会会長宛に連絡があり、別紙「区民の会 新規転入・
転出者の確認依頼」により該当する地区の幹事さんを経由して班の班長さん宛に
確認依頼をさせて頂きます。

［参 考］

ダイヤランド区民の会
確認作業：総務担当⇒該当地区幹事⇒該当班班長（確認）
戻り作業：該当班班長⇒地区幹事⇒「投函箱」（総務回収）

区民の会 新規転入・転出者の確認依頼

平成 年 月 日
ダイヤランド区民の会

総務部会
○○地区 □□ 班

幹事名： 班長名：

南箱根ダイヤランド(株)より、下記の方について、異動の連絡がありました。
お手数ですが、ご確認の上、本紙を総務担当まで、投函箱にて変更下さい。

［転入／転出］区分

転 入：常住される場合
①区民の会に入会されるかどうかの確認
②入会される場合［記入上の注意事項］に留意し、「入退会区分」

「会員区分」を記入してください。
③入会されない場合、「入退会区分」欄の「未加入」に○印願います。

転 出：転出されたことを確認した場合、
①「入退会区分」欄の「退会」に○印願います。

転入／転出 区画番号 区民の会 会員区分 備考
氏名 入退会の区分 （入会の場合

加入・未加入 正会員・準会員
退会・変更 賛助会員

加 入 ・ 未 加 入 正 会 員 ・ 準 会 員
退会・変更 賛助会員

［記入上の注意事項］

１．新規入会の場合、ご面倒ですが、①町民（函南町住民登録済み）、②その他常住
の別を確認して下さい。（区民の会規約 第３条）

２．会員の単位は、世帯です。（区民の会規約第３条）従って、世帯主に変更が
あった場合も、届出してください。
（二世帯同居の場合でも、各々別世帯の時は、二世帯登録になります。）

３．その他特記事項があれば、［備考］欄に記入してください。

★：お手数ですが、区民の会への新規入会・退会・変更等があった場合は、該当蘭
に記入して頂き、用紙を「区民の会投函箱」へ投函してください。

会報 ダイヤランド区民の会 第３７号（２０１３年）
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２．班長さんによる配布物についてのお願い
班長さんが、区民の会会員／全戸配布する広報「かんなみ」や「区民の会・会報」
等については、下記の要領で配布してください。

配布・・・・原則として、月１回配布（複数回になる場合もあります。）

広報「かんなみ」の配布に合わせて、他の配布物も一緒に配布願い
ます。毎月２０日頃迄を目処に配布して頂けると助かります。

内容により、急ぎで別途配布して頂くものも、出てくる場合も有り
ますので、その場合は、御協力願います。

備考
１）町役場から直接班長さん宛に郵送されるもの

配布時期 ・・・①毎月、１５日頃
配布されるもの・・・①広報「かんなみ」

②「議会だより」
③「社協だより」等

２）各地区幹事さんから班長さんへ配布されるもの
（総務部会で、各班長さん毎に配布枚数を数えて、配布物を準備）

配布時期 ・・・広報「かんなみ」の配布時期に合わせて配布できる
ように準備

配布されるもの・・・①「区民の会／会報」
②区民の会／イベントのお知らせ
③「お知らせ」等

３．回覧文書について
１．町役場から各自治会に配布される「回覧文書」について

ダイヤランド区では、回覧板の制度が、ありませんので、すべて各地区の
掲示板（１１箇所）に掲示します。

２．ポスターの掲示

①各自治会に１枚という、掲示物は、管理センターの掲示板へ掲示します。
②複数枚あるものは、各地区の掲示板へ掲示します。

［コラム２］ダイヤランド大学

講座名 パソコン教室[iPad 講座]
入門コース

６／２ 第１回目のパソコン講座
が開講しました。生徒数１０名
でスタートでした。

現在、携帯電話、スマートフォン、
タブレット、ウルトラブック、等
が出回っており、どれが、自分の
目的に合うのかわからない・・・
というのが、参加された方々の意見
のようでした。
使いこなせる日が来るのが楽しみ
ですね。
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- 9 -

１．ダイヤランド区における協同募金等の協力状況
（資料提供：管理センター）

募金名 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

社会福祉協議会 件数 ６７件 ３２件 ５２件 ７５件
会費

金額 ¥33,500 ¥16.000 ¥26,500 ¥37,500

日本赤十字社 件数 ６８件 ３７件 ４７件 ７０件
社費

金額 ¥34,000 ¥18,500 ¥23,500 ¥35,000

赤い羽根共同募金 件数 ５２件 ４３件 ９０件 ８４件

金額

歳末助け合い 件数 ８６件 ４２件

金額 ¥95,376 ¥77,734

合計 ¥136,500 ¥120,043 ¥145,376 ¥150,234

［参考］
① 赤い羽根・歳末助け合いは、￥５００－を基準にしていますが、１年間貯めた

小銭を寄付する方もあり、募金額は、まちまちです。

② 平成２３年度より、赤い羽根と歳末助け合いの募金方法が変わりました。
一枚の封筒で同時に集金し、合計金額を赤い羽根・歳末助け合いに半分ずつ
分配する形式となりました。

１．募金活動でより良い地域にするために

私的感想ですが、述べさせてもらいます。
ダイヤランドに移住して、趣味のサークルや「区民の会」の人達、役員さんと接して
７，８年を迎える。皆さん、良識ある優しい人達ばかりだ。

当初、芳しくない噂を聞いたが、おそらく過去に世間に疎い一握りの人の言動が
不評を買い、悪いことのみ誇張されて風評が広がったと思われます。

”地元に寄り添おうとしない”・・・という言葉に関しては、否定できません。
地理的に町から離れコミュニケーションもままならず、別荘地ダイヤランド特有の
管理費により、一般的な町内会費集めという隣近所との結びつきの接点がとぎれ、
これが、募金活動の障壁になったと思います。

募金額が極めて少ない・・「無関心」・・・「利己的」・・・寄り添っていない。
という構図か？ また、金持ち・・という言葉をよく耳にします。ここ半年の間に
３回も。病院や、バス旅行の車中で、私の知る幹事さん２人も直面しました。

１－２部会活動報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村 圭一

ダイヤランドにおける募金に関する寄稿 ・・・・・・ある幹事の思い

会報 ダイヤランド区民の会 第３７号（２０１３年）
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私のように年金で細々と生活する身には、違和感を感じます。
「金持ち」の言葉の裏には、「もっと募金してよ」と言っているように感じます。
福祉行政に携わる人も同じ思いかも知れません。

日本全国津々浦々に至まで、共同募金は、健在だ。しかし、新しい街、都会に行く
に従って、共同募金はおろか町内募金も拒否する人がいるのも事実。
だが、全国で、共同募金は、平均して８０％を堅持している。
このダイヤランドを終の棲家とした人も多いと思います。
より居心地の良い地域にしたいと思います。

ここダイヤランド区民の会、約８００世帯の内、歳末助け合い募金、赤い羽根共同募金
に応じた世帯は、去年暮れで８４世帯（１０．５％）で、額は、７万８千円だった。
年毎に減っているのが気がかりです。ぜひ４００世帯位にしたいですね。

町長名や社会福祉団体名で募金を呼びかけるチラシと封筒を配布しています。
皆様の思いやりを封筒に入れてください。
もちろんこれは、義務でも強制でもありません。
沢山の人に参加して頂きたいと思います。ぜひ、皆様の知恵をお貸し下さい。
難問題ですが、話合いましょう。

「社会福祉に関心を・・・」
２月２３日（土）函南町中央公民館で社会福祉大会が開催されました。

東小学校の児童がアルミ缶を集め換金し社会福祉協議会に寄付したこと。募金箱を
旨に抱き、呼びかけ、集めた金を赤十字共同募金会やユニセフに募金したこと。
また、福祉施設を訪問し、お年寄りとのふれ合いを通して他者を思いやる気持ちを
育んだ活動が報告されました。純真でひたむきな活動に心打たれました。
彼らは、立派に成人するでしょう。

我々は、函南町に住民票を置き、年を重ね、いずれ行政にお世話になります。
区長をはじめ各部会長が函南町と機会をとらえ、親交を計ろうと努力しています。
皆さん、応援しましょう。もっと町に寄り添うではありませんか。

「経済的にも身体的にも恵まれない人に温もりのある手を差し伸べましょう」
募金はマナーと思います。「マナーは人を美しくする」好きな言葉です。

編集責任者からのお願い

「ダイヤランド区民の会」会報への寄稿は、大歓迎です。しかし、「匿名」という
ことでの投稿は、原則受け付けないことにしています。今回は、ご本人の事情があり、
定例会で、ご本人の発言もあり、どなたのご意見であるかが明確ですので、募金の
関連記事として掲載させて頂きました。但し、関連部分のみとさせて頂きました。

また、個人に関する過去の履歴等も、紙面の関係で、省略させて頂きました。
一応、区民の会の広報誌であるため、区民の会の会員にお知らせしておきたい内容に

絞らせて頂きました。悪しからず、ご了承願います。

会報３６号に掲載した「地区組織表」には、決まっていない地区と記載間違いが
ありましたので、改訂した組織表を添付しました。

１）２地区の幹事さんが決まりました。
２）２地区向山３班と４班の班長さんが決まりました。
４）５地区セントラル病院１班の班長さんのロット番号が正しくなりました。

２．平成２５年度地区組織表（改訂版）

会報 ダイヤランド区民の会 第３７号（２０１３年）
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５月２６日（日）９：００より、函南中学校生とともに「春のクリーン作戦」
を開催しました。梅雨に入る前のぐずついた日が前後にありましたが、当日は、
明るい中学生ばかりだったので天気も明るい日となりました。１８名の函南中学生
とご家族、そして管制センター職員の方々と区民の会の会員の方々と総勢６０名
位で、いつもより少し少ない集まりで実施しました。プログラムは、次の通りです。

９：００ ～ ９：５０ ・開会の挨拶（奧田部会長）
・４つのグループに分かれて、ゴミステーション

までの道路のごみやゴミステーション内の
ごみの分別状況を調査分別しました。

１０：００ ～ １０：２０ グループ別調査結果報告
・４つのグループでの調査結果を中学生に発表

して頂きました。

１０：２０ ～ １１：００ 中学生によるレクレーション
・よく調べた環境クイズに感心の声がしきり
・ビンゴゲーム

１１：００ ～ １１：３０ 勉強会「ダイヤランドの野良猫事情」
講師：（ＮＰＯ動物ノート 飯島浩実さん）

１．はじめに
小型家電リサイクル法が２０１３年４月１日より施行されました。

この法律の目的は、小型家電を海外で処理するのではなく、日本国内でリサイクル
して、貴重な金属資源を回収することです。

２．函南町での実施方法
２－１開始時期 ２０１３年 ６月 １７日（月）より

２－２実施方法
１）対象となる小型家電を、本人または、依頼を受けた業者がリサイクルプラザ

に持参します。
函南町各自治区にあるゴミステーションから排出するものは、対象外と
します。

２）そして函南町のリサイクルプラザにあるプラットホーム内の回収ボックス
に投入します。
搬入時間 ８：３０ ～ １６：３０

（但し１２：００～１３：００は除きます）

２－３対象製品（主に電子回路基板が入っているもの）

＊ラジカセ ＊ビデオカメラ ＊ラジオ
＊ゲーム用コントローラー ＊ドライヤー ＊電気スタンド
＊リモコン ＊扇風機 ＊炊飯器
＊カメラ（デジタル） ＊加湿器 ＊掃除機
＊アイロン ＊空気清浄器 ＊電気ポット
＊電話機 ＊健康家電 ＊ビデオデッキ
＊携帯電話 ＊コーヒーメーカー ＊プリンター

３．春のクリーン作戦の報告 ・・・・ 環境美化・文化部会員 川原 徳重

４．函南町における小型家電リサイクルの実施方法
・・・・ 函南町環境美化指導員 川原 徳重
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２－４対象外
１）家電リサイクル法の項目に準じるもの（下記の４品目）

別途法律に沿って処理願います。
①テレビ ②エアコン ③冷蔵庫／冷凍庫 ④洗濯機／乾燥機

２）パソコン類
パソコンは、小型家電リサイクル法の項目に含まれていますが、函南町では
回収しません。回収に関しては、下記にお問い合せください。
①各パソコン販売店、メーカー
②パソコン３ R 推進協会（電話 ０３－５２８２－７６８５）

３）車載用家電類
販売店等で処理依頼願います。
①ＥＴＣ車載ユニット ②ＶＩＣＳユニット ③カー用ＤＶＤ
④カー用ＭＤ ⑤カーナビゲーション

２－５個人情報が登録されているものの処置
個人情報が登録されているもの（携帯電話等）は、ドリルで穴を開ける等の
処置をしてリサイクルに出してください。

２－６処分費用
・１日１家庭 ３００ｋｇまで ・・・・無料
・３００ｋｇを越えた場合 ・・・・￥４０／１０ｋｇ

注記：この資料は、広報かんなみ６月号に掲載される原稿を整理したものです。

講座名 基礎からの書道教室

指導者名 増間 五三二 さん

目的 書道の基礎である筆の持ち方からスタートし、実用書道や作品
創作までを学習し、新しい自分の才能を開拓しながら区民の会
会員の親睦を図る

受講対象者 成人の教室と児童・生徒の教室の２教室とします。

教室 増間さんの自宅
（ダイヤランド ４３－８７ 出雲大社文教会 大鳥居前）

開講日 成人教室 ・・・初回 ８／８（木） ９：３０～１１：３０
毎月／第１、第３木曜日予定

児童・生徒教室・・初回 ８／８（木） １６：００～１７：３０
毎月／第１、第３木曜日予定

会費 成人教室 ・・・￥７００／回 又は ￥１、５００／月

児童・生徒教室・・￥５００／回 又は ￥１，０００／月

入会申込 電話にて申込 ６／１５ ～ ７／１０まで

電話番号 ９４５－０５５１ （増間さん迄）

持ち物 筆、墨液、下敷き、文鎮、筆記用具、新聞紙、等

５．ダイヤランド大学／開講予定情報 ・・・・・広報部会 川原徳重
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「ダイヤランド音頭」練習会

お誘い 来る夏休みを迎え「ダイヤランド音頭」の練習会を催します。

皆で輪になり、８月１２日の夜に踊りましょう。

練習会日 ７月１９日（金） １３：３０ ～

会場 ダイヤランドホール 中ホールにて

連絡先 環境美化文化部会 奧田 電話 ９７４－０３４５
ダイヤランド音頭同好会 一條 電話 ９７４－２６５１
同上 千葉 電話 ９７４－４８２２

区民の会／環境美化文化部会
ダイヤランド音頭同好会（ダイヤランド大学）

５／２６（日）に NHK スペシャル「病の起源 第２集 脳卒中」という番組が
ありました。その中で、国立循環器病研究センターの方が、「脳梗塞の前触れとなる
症状と対策」をわかりやすく書いた資料を見せてくれました。非常に参考になると
思われましたので、インターネットからその資料をコピーしましたので、次のページ
に掲載します。参考にしてください。合い言葉は、「ＦＡＳＴ」です。

Ｆａｃｅ・・・・［顔の麻痺」 顔の片側が下がるゆがみがある。
「うまく、笑顔が作れますか？」

Ａｒｍ ・・・・「腕の麻痺」 片腕に力が入らない。
「両腕を上げたままキープできますか？」

Ｓｐｅｅｃｈ・・「言葉の障害」 言葉が出てこない。ろれつが回らない。
「短い文がいつも通りしゃべれますか？

Ｔｉｍｅ ・・ 「発症時刻」 症状に気がついたら発症時刻を確認して
すぐに１１９番を！！

６．お知らせコーナー

７．これが、脳卒中の前触れだ！！ ・・・・広報部会 川原徳重

この症状の発見で８０％カバーされるとのことです。時間が勝負です。
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転載：国立循環器病研究センターのホームページ(http://www.ncvc.go.jp/)より
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８．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢
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２．ご存じですか？訪問購入ルール
特定商法取引法の１部が改正され、自宅での買い取りのルールが変わります。

（１）不招請勧誘の禁止
訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止となります。
また、消費者から「査定」の依頼があっても、「査定」を越えた勧誘をしては
いけません。

（２）勧誘目的の明示
勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければ
なりません。

（３）再勧誘の禁止
消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って、消費者に
勧誘を受ける意志があるかを確認しなければなりません。
また、一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。

（４）書面の交付義務
物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフに関する
事項等が記載された書面を交付しなければなりません。

（５）引き渡しの拒絶
消費者は、クーリングオフ期間中（４）の書面交付から８日以内ならば、
物品の引き渡しを拒むことができます。
また、迷惑をかけるような方法等で、同期間内に引き渡しをさせること等
は、禁止されます。

（６）クーリング・オフ
（４）の書面交付から８日以内であれば、売り主たる消費者は、無条件で
契約の申込撤回や契約の解除が可能です。

（７）適用除外となる商品、取引態様

・自動車（２輪のものを除く）・家具・家電（携行が容易なものを除く）
・本、ＣＤやＤＶＤ，ゲームソフト類、有価証券

・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・いわゆる御用聞き取引の場合
・いわゆる常連取引の場合
・転居に伴う売却の場合
＊再勧誘の禁止等、一部規制は、除外されません。

法改正、法解釈等に関するご質問は、消費者庁・経済産業省へ！！
消費者庁取引対策課 電話番号 ０３－３５０７－９２１３
消費者生活安心ガイド www.no-trouble.jp

３．悪質商法に注意！！
若者を狙うもの

・キャッチセールス
路上で「美容に関するアンケート」に答えると無料エステサービスが受け
られると言われ、付いていくと高額のコースを請求された。

・マルチ商法
「商品を買って友達に紹介して会員を増やせば、手数料が入って儲かる！」
と言われて会員になった。
でも、誰も買ってくれず、商品の在庫と代金の支払いだけが残り、友達も
去って行った。

会報 ダイヤランド区民の会 第３７号（２０１３年）
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・サクラサイト商法
有名アイドルのマネージャーと称する者からメールが来た。
仕事に疲れているアイドルがメル友になりたいらしい。
バレないような専用サイトを使っていたら高額のメール代を請求された。

高齢者をねらうもの

・利殖商法
「パンフレットが届いていませんか？パンフレットが届いた人しか買えない
社債で、みんな欲しがっています。買ってくれたら、後で２倍、３倍で買い
取りますよ」等と勧誘され、大金を出資したが、その後連絡が取れなくなって
しまった。

・送りつけ商法
「注文の商品が用意できましたので送ります。注文を忘れるなんて困るなあ」
と言われ、注文していない商品が引き換えで郵送されてしまった。

・催眠（ＳＦ）商法
「日用品を無料で配ります」と会場に行くと、早い者勝ちで商品を配っていて
会場の雰囲気に乗せられて、いつの間にか高額な布団を契約されてしまった。

簡単に儲かる話はありません！
うまい話を持ちかけられても
冷静になってよく考えましょう！

４．交通事故にご注意を！！
平成２５年４月末現在で丹那駐在所管内の交通事故件数は、１４件です。

・車両を運転する方

交通ルールを守って安全運転をお願いします。
特に通学路や小学校、幼稚園付近道路では、子供が登下校等で歩いています。
道路を歩いている子供がいないかどうか安全確認しながら、速度を落として
運転してください。御協力宜しくお願いします。

・歩行者の方

道路には、歩道の無い場所があります。
そのような場所では、車両ドライバーが歩行者を見つけて避けて運転して
くれる場合が、殆どですが、中には歩行者のことを気にせず危険な運転を
するドライバーもいます。
特に夕暮れ時から、夜間の暗い時間帯には、自発光式反射材を付ける等
して自己防衛に務めましょう。

５．丹那駐在所事件情報
平成２５年５月中の刑法犯発生件数は、

自動販売機ねらい・・・１件

となっています。
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便名 ＳＣ前発 函南駅着 函南駅発 ＳＣ前着 ＪＲ函南 ＪＲ函南 備考
下り電車 上り電車

第１便 8:30 9:37 9:37 9:45 9:42
9:56

10:05 10:15 10:35 10:24 10:12
▼
10:45
▼
11:15

第２便 11:38 12:59 13:45 14:22 13:04 13:18
▼ 13:20 13:32
14:32

第３便 14:33 15:38 15:55 16:32 15:48 15:42
▼
16:43
▼
17:16

第４便 17:30 17:33 17:50 17:46 17:51

この会報が、配布される頃には、「富士山およびその文化」が「世界文化遺産」に
されているのでは、ないかと思います。
でも、５月下旬になると「富士山」の雪が急激に少なくなってきたようですね。

「大沢崩れ」は、現在幅が、５００ｍ、深さ１５０ｍ、長さ２２００ｍとのことで
毎年１ｍづつその幅が拡がっているとのことです。登山客も年間３０万人以上あり、
今後は、大きく増える可能性があるので、環境汚染、破壊、人身事故が大きくならない
ような対策が早急に必要と思われます。

ダイヤランドも、自然環境と共存しな
ければ、ならない場所でもあります。
自然環境 を美しく維持するためにも、
住民の方々のコミュニケーションが
スムースにとれ、地域の問題点が、
素速く「区民の会」に書面で上がる
ようになると、問題点が明確なり対応が
し易くなるのではと思っています。

今回は、６月１０日に印刷所に原稿を
持参することができるようです。お陰様で、
少しずつ、記事の幅が、拡がってきてる
感じがして、嬉しく思っています。

今後とも、御協力宜しくお願いします。
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