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季節のご挨拶

台風１５号、１６号と発生し、
１５号が、台湾近辺から北に方向
を変え、８月下旬に日本を直撃
しそうな予報が出ていますので、
注意が必要です。８月１２日（日）
は、ダイヤランド夏祭りでした。
昨年は、ダイヤランド音頭を練習
しながらも、雨に降られ、中止に
になりましたが、今年は、天気も
良く、大盛会でした。別途特集を
組みました。さて、ダイヤランドの
自然環境及び治安、そして子供達
の安全、安心の確保と今後の発展
には、定住者の総意となる函南町の 撮影日 ２０１５年 ８月 １２日
ダイヤランド区の自治会である 場所 夏祭りの「盆踊り会場」
「区民の会」の活動が 重要になって 備考 観客席の廻りで、盆踊り。
きています。ダイヤランドにある ４０名位の方が参加されました。
施設の有効利用や環境整備費の赤字
事業への補填を極力少なくしていく事も、いろんな能力を持っておられるダイヤランド
に定住されている方々の参加と管理センターの社員の協力で、解決可能な物件が増えて
きているようです。
整備された自然環境を持つ「南箱根ダイヤランド」で、健康を維持しながら安全に
そして安心して生活、子育て、そして仕事ができる住み良い環境にしたいものです。
「区民の会」の活動への参加、今後とも、宜しくお願いします。
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月 日 曜日 活動／会議項目 備考

９月 ５ 土 自主防災／勉強会 救護／給食担当

９ 水 環境整備交通安全部会／会議

１４ 月 10:00 役員会 次週連休の為前倒し

１５ 火 函南町区長会
会報４７号発行

１６ 水 管理センター連絡会 次週連休の為前倒し

２７ 日 10:00 幹事会

１０月 ３ 土 自主防災会／勉強会

１５ 木 函南町区長会

１８ 日 秋のクリーン作戦 環境美化文化部会主催

１９ 月 H27 度敬老会予定（第１回） （10/19 対象者の方）

２１ 水 管理センター連絡会／役員会

２５ 日 14:00 定例会

２６ 月 H27 度敬老会予定（第２回） （10/26 対象者の方）

１１月 ２ 月 H27 度敬老会予定（第３回） （11/2 対象者の方）

７ 土 自主防災会／勉強会

９ 月 H27 度敬老会予定（第４回） （11/9 対象者の方）

１３ 金 函南町区長会

１５ 日 総合防災訓練

１６ 月 H27 度敬老会予定（第５回） (11/16 対象者の方）

１８ 水 管理センター連絡会／役員会

２２ 日 10:00 幹事会

２９ 日 杜の音楽会 環境美化文化部会主催

１２月 ５日 土 自主防災会／勉強会

９ 水 環境整備交通安全部会／会議

１５ 火 函南町区長会
会報４８号発行予定

２３ 水 管理センター連絡会／役員会

１．平成２７「区民の会」今後の活動予定
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２．第２回定例会の報告（７月２６日開催）

先週半ばには、静岡直撃か？との言われていた台風１２号が大きく外れています。
梅雨も明けて本格的に夏の陽気が伺えます。２２日のＳＢＳニュースで”かくれ脱水”
の報告がありました。（べた）、（だる）、（ふら）、（いた）、と病状の表現があり、
（べた）・・・とは、首筋がべたつく
（だる）・・・とは、身体がだるい
（ふら）・・・とは、ふらつく
（いた）・・・とは、足首がつる
等の症状が出るそうです。体内の血液がドロドロ状態になる、又尿の色等で判断できる
様です。水分補給など、こまめに行い体調管理に努めて下さい。

１．町長より
１）台風や大雨のシーズンの防災対策として

①自主防と役場の情報共有 ⇒ 雨・風の状況等、アメダス等を確認し、自主防
及び各地区消防団との連携を図る。

②避難勧告、避難指示が出た時の備え
・避難勧告・・・危険度がある（強制ではないが）
・避難指示・・・逃げろ！！！ （判断が難しいが）

③８月３０日 函南町総合防災訓練
・９：００・・・本部立ち上げ

９：３０・・・各区への連絡開始

２）かんなみプレミアム付商品券発売
７月２０日（月）より発売開始
７月２０日は、文化センターにて、以降は、商工会議所で発売

・１万円で、１万２千円分（３冊／１人まで）
・１０月３１日まで、使用可

３）函南猫おどり・・・・８月１日（土） 開催

２．町・各種団体からの依頼

１）函南町観光協会主催 in 狩野川かんなみ猫おどり協賛のお願い。
ポスターと協賛金のお願い。
ダイヤランド区として１万円を協賛金として寄付

２）函南町総合防災訓練

開催日：８月３０日（日）
会場 ：かんなみスポーツ公園

９：３０より MCA 無線機による情報伝達訓練

２－２区長会・その他報告 ・・・・会長 丸山 正行

２－１会長挨拶 ・・・・会長 丸山 正行
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１．自主防災員の見直しの依頼（各地区幹事への資料再配布済み）

１）平成２４年にアンケートを基に、情報担当、防火担当、救護担当、給食担当
４部門の各地区の防災員を募集しました。現在は、転居された方、氏名が
配偶者となっている方、あるいは希望した防災員でない部門の登録となって
いる方、ロットＮｏ．、電話番号等記載されていない方等を見直して頂きます。
新規転入者もいると思いますので、それらの方の加入依頼も含め、お願い
します。

地区の防災は、自分達の地区で組織を作り、訓練を進め
ていかなくてはなりません。
自主防の本部は、そのお手伝いをするのが役目であります。

６月７日に防災員（防火担当）会議を開催しました。（５月定例会で報告）
この時の出席者は、４名（４地区）でした。
防火本部長は、落胆していました。この状況をどのように捉えるかは、
皆さんにおまかせします。

２．地区情報勉強会の開催

１）開催日時
① ８月２２日（土） ・・・偶数地区が対象
② ８月２９日（土） ・・・奇数地区が対象

２）開催場所／時刻 ・・・場所 ダイヤランド大ホール（１４：００～）

３）注意
トランシーバーが入っているケースごと持参すること。

４）内容
無線機を使用しての訓練になります。無線機を預けている担当者だけでなく、
情報防災員等地区で５名程度の参加をお願いします。
都合がつかない場合は、別開催日で検討願います。
（偶数区の人は奇数区の開催日で実施等）

３．地区別防災訓練の実施

防災倉庫並びに消火栓・消火器等の点検を実施してください。
期間は、９月１日 ～ ９月３０日の間で。
結果を２８年度の補助金に反映させます。
点検が行われないと、その地区の不具合は、未対策となります。

４．道路整備暫定対策

２地区向山５班、ロットＮｏ．１３－７８６宅の前道路に縁石を設ける要望書を
提出（計画）。また、廻りの事前対策として、自主防災会、環境整備交通安全部会、
管理センターが土嚢を積む事にした。
実施日 ８月５日（水） ９：３０より

「お知らせ」
会報４６号に添付した
資料４－２ 平成２７年度「ダイヤランド区民の会」地区組織表
において、６地区の班長及び副班長の人名の記載に間違いが有りました。
ページ９の地区組織表と差し替えをお願いします。

２－３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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特になし

１．盆踊りの練習会の件
８月１２日（水）の「ダイヤランド夏祭り」に開催される「盆踊り」に向けて、
下記の通り練習会を開催します。

開催場所：ダイヤランドホール
開催日時：７月３１日（金） １３：３０－１５：００

８月 ７日（金） １３：３０－１５：００

踊り ・ダイヤランド音頭
・東京音頭
・河内おとこ節
・炭坑節

協力 区民の会 環境美化文化部会
あやめ会（音頭同好会）
サービスセンター

２．勉強会の件

９月に予定していた「勉強会」は、平成２８年の２月頃に延期させて頂きます。
勉強会のテーマは、「認知症」に関するものにする予定です。

１．会報４７号発行のお知らせ

１）第２回定例会が実施されましたので、会報を発行します。
発行日は、９月１５日とします。

２）特集としては、２０１４年度ごみステーションのゴミ袋の入替枚数の統計
が出ますので、ゴミ袋の入替枚数から見えるゴミステーションの状態を
特集してみたいと思っています。

特になし

２－３各部会活動報告・依頼事項
環境整備高越安全部会 ・・・・ 部会長 辻 正明

２－３各部会活動報告・依頼事項
環境美化文化部会 ・・・・ 部会長 花上 裕子

２－３各部会活動報告・依頼事項
広報部会 ・・・・ 部会長 川原 徳重

２－３各部会活動報告・依頼事項
会計責任者 ・・・・ 部会長 田中 真弓
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１．函南町敬老会事業運営費補助金制度について

１）対象者の資格条件

① 年齢 ： ４月１日現在で、満７３歳以上
② 住所用件 ： 函南町の住民登録を有する方

２）参加対象者（有資格者）
１人当たり３０００円以内（上限額）の補助金あり。

２．開催方法（７月２６日現在）

・対象者 ：５３６名（区民の会会員世帯で無い方も含む）
・開催場所：ダイヤランドホール又は森の里のどちらか
・区民の会は、総務部会が中心となる。（管理センター主催の「食事会」等の

ボランティア、民生委員、定例会メンバーも協力）
・分割開催が濃厚であるが、出欠の状況による。

開催時期は、１０月～１１月前半を予定

当面の進行方法は、１－４の区民会議の敬老会の具体的な手続きで説明

特になし

１．函南町敬老会の開催について
１）経緯

平成２６年度まで、函南町主催で開催されていた「敬老会」が、今年度より
函南町の委託事業として各自治会で、開催することになりました。
敬老会の対象者には、その自治会に入会していない人もいますので、この
定例会（班長／幹事／役員）で、対象者資格についての賛否を問いました。

①敬老会については、函南町からの委託事業でもあるので、作業が大変に
なるが、会員で無くても参加の呼びかけをする。

②作業が大変になるので、会員だけにする。

定例会で、挙手による賛否を取ったところ、圧倒的な数で、対象者全員に
参加を呼びかける事になりました。

ー

２－３各部会活動報告・依頼事項
特別委員会 ・・・・ 部会長 丸山 正行

２－３各部会活動報告・依頼事項
総務部会 ・・・・ 部会長 丸山 正行

２－４区民会議 ・・・・ 部会長 丸山 正行
追記 川原 徳重
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２）開催方法

開催場所：レストラン「森の里」
・管理センター及びレストラン「森の里」の快託により場所決定。

但し、開催日は、レストラン「森の里」の休みの日とします。
・参加者９０名＋ボランティア１０名／回

開催日 ：対象者に下記の月日より参加できる日を選択して頂く
１０月１９日（月） １２：３０～
１０月２６日（月） １２：３０～
１１月 ２日（月） １２：３０～
１１月 ９日（月） １２：３０～
１１月１６日（月） １２：３０～

開催内容：１）食事会
２）レクレーション

出演 クリスティーナ三田さん、他
３）参加費 無料
４）送迎は、無しとします。
５）手続きの手順

①「敬老会」の案内の送付
・対象者の宛名シールの作成／原稿の作成／往復葉書印刷／発送
・文面には、参加可能な月日に印をつけて頂き、返送して頂く。

②関係者で、対象者の参加日分け作業を実施
③再度、参加者の参加日を記載した葉書又は封書を送付する。

６）近隣市町の敬老会の開催方法（情報提供：函南町／福祉課）

市町名 役場主催で実施 各自治会で実施（補助金有り）

函南町 ○
沼津市 ○
三島市 ○
熱海市 ○
裾野市 ○
伊豆の国市 ○
伊豆市 ○
清水町 ○
長泉町 ○

２．平成２８年度「区民の会」役員人事の件

今年度で退任予定は、下記の方々です。

①会長 ・・・・２年目
②副会長 ・・・・２年目

丸山体制では、独立した役員としてお願いをして
いたが、新会長の考えで、対応願います。

③自主防災会長 ・・・・２年目（兼）
自主防災会に関しては、組織立ち上げ段階の為、継続
の予定

④環境美化文化部会長・・２年目
⑤広報部会長 ・・・・６年目
⑥総務部会長 ・・・・２年目（兼務）

＊役員以外に、函南町への推薦委員等があります。

＊これらの人事については、平成２８年１月２４日の幹事会迄には、決定
したく協力をお願いします。
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秋のクリーン作戦 主催 区民の会 環境美化文化部会

皆様、秋の１日、ゴミ・ステーションの清掃と環境に関する学習で、「太陽光」
についてお話しを聞いてみませんか？
お誘い合わせの上、是非、ご参加下さいませ。

＊日 時 ：平成２７年 １０月 １８日（日） ９：００－１１：３０
＊集合場所 ：最寄りのゴミステーション
＊参加者 ：ダイヤランド住民、管理会社職員
＊持ち物 ：軍手、タオル、ゴミ袋、等

「プログラム」
９：００ お住まい近くのゴミステーションの点検・清掃・問題点確認

１０：００ ダイヤランドホールにて勉強会
１）テーマ「発電方法のいろいろ」仮称） 川原徳重

２）テーマ「太陽光発電のメリット・デメリット」（仮称）
導入方法や手続きのポイント等も！！

講師 株式会社 フルムラエルコン２（ＦＥ２）
ＣＥＯ 古村 高 様

１１：３０ 閉会

雨天の場合 ：１０：００より、ダイヤランドホールでの勉強会のみ開催します。

♪第４回「杜の音楽会」アマチュア音楽家の発表会♪

ご案内と主演者募集！！
主催 区民の会 環境美化文化部会

皆様、晩秋の１日、音楽に包まれて過ごされてみませんか？
お誘い合わせの上。お出かけ下さい！

日 時 ：１１月 ２９日（日） 開場 午後１時３０分
開演 午後２時 ～ ４時

場 所 ：ダイヤランドホール

同時に出演者を募集しております。 出演ご希望の方は、下記の要領で
お電話にて、９月末日迄に、お申し込み下さいませ。

演奏者 ： ダイヤランド在住の方ならどなたでも

演奏時間 ： お一人又は１グループ １５分～２０分

申込先 ： 花上裕子 ９７１－１６６１

吉田宏子 ０９０－４２１８－７７４８

２－５環境美化文化部会からのお知らせ・・・・・環境美化文化部会 花上 裕子
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１）ダイヤランドにおけるごみの処理方法

ダイヤランドは、別荘地の為、いろんな近隣都市、市町から来られています。
日本のゴミ処理は、その行政内の産業構造で処理の仕方が異なります。そのため、
函南町のゴミ処理は、函南町の分別方法に基づいて実施されます。違反ゴミは、
処理されず、残してゆきます。
ダイヤランドは、函南町のゴミの分別を遵守できない方が多いようで、当初から
ゴミステーションのごみを分別する担当者を環境整備費を使用してごみの分別作業
を、お願いしています。ダイヤランドのゴミ処理は、現在のところ下記の通りです。

２０１５年度より、ダイヤランドのごみの分別は、今迄の担当者であった秋山さん
から、伊豆美化企画さんに替わりました。

ゴミの種類 ダイヤランドでの処理方法 担当者

燃やせるごみ 1)函南町からの委託業者が、コンテナから 伊豆美化企画
指定袋に入った燃やせるごみだけをパッカ
ー車に投入し焼却場へ運搬する。

2)指定ゴミ袋に入っていない①燃やせるごみ
②分別されていないゴミ袋等は、コンテナ
の近くに残されます。

3)管理センターの委託業者が、残された指定
ゴミ袋に入っていないごみを指定袋に入れ
たり、分別されていないごみ袋は、燃やせ
るごみと燃やせないごみに分別する作業を
します。

燃やせないごみ 1)管理センターの委託業者が、各ゴミ
ステーションから、燃やせないごみを
ダイヤランドのごみ集積所に持込みます。

2)集積所で、函南町の規則に従って管理セン
ターの委託業者が分別します。

3)函南町の委託業者が、ゴミの分別状況を
みて、問題無い事を確認して、リサイクル
プラザまで運搬します。

資源ゴミ 1)管理センターの委託業者が、各ゴミ
ステーションから、資源ゴミをダイヤラン
ドのごみ集積所に持込みます。

2)集積所で、函南町の規則に従って、資源
ゴミを処理します。

3)分別処理された資源ゴミを函南町の委託
業者がリサイクルプラザまで、運搬します。

現在、川原は、管理センターから毎月の指定ゴミ袋の入替枚数データの提供を受けて
統計作業をしています。
これは、燃やせるごみを詰めた袋が違反（①レジ袋、②他市町のゴミ袋、等）して
いた場合、函南町の指定ゴミ袋に入れ替えないと、函南町の収集車は、運搬してくれま
せん。そのため、ゴミステーション毎に函南町の指定袋に入れ替えた枚数の統計を
取ったいます。

トピック １
Ｎｏ．３０のゴミステーションには、監視カメラが付いています。ここで、不法投棄
した人が、カメラに捉えられ、証拠写真となり、警察に逮捕されました。
ダイヤランドの方では、ありませんでした。

３．管理センター／ゴミステーションの件 ・・・・広報部会 川原 徳重
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２）２０１４年度の指定袋入替枚数統計によるゴミステーションのワースト順位

資料－１の統計表からゴミステーションのワースト順位を整理すると次のように
なります。

2014 年度 No.１ No.２ No.３ No.４ No.５ 月度入替枚数

４月 ３ ７ １１ ３０ ２ ９９１枚

５月 ３ ３０ ７ ３７ ２ １３０３枚

６月 ３ ３０ １６ ７ ２ １１５２枚

７月 ３ ７ ３０ １６ ２ １３８４枚

８月 ３０ ７ ３ １６ ３１ １０９６枚

９月 ３ ３０ １６ ７ ３１ １２６７枚

１０月 ３ ７ ５ ３０ １６ １００４枚

１１月 ３ ７ ３０ ３１ １６ ８４２枚

１２月 ３ １６ ３０ ７ ３１ ７８６枚

１月 ３ ３１ ７ ３０ １１ ７６５枚

２月 ３ ７ ３０ ２ ８ ６５８枚

３月 ３ ３７ ３０ ２２ ７ ７７５枚

年間平均 ３ ３０ ７ １６ ３１ １２０２３枚

２０１４年度の考察 ＧＳ：ゴミステーションの意味

１）毎月入替枚数が格段に多いＧＳ ・・・Ｎｏ．３、Ｎｏ．３０
２）連休時に入替枚数が多くなるＧＳ・・・Ｎｏ．７，Ｎｏ．１６
３）毎月安定して多いＧＳ ・・・Ｎｏ．２，Ｎｏ．２２，Ｎｏ．３１

３）年度別での入替枚数におけるゴミステーションのワースト順位（資料－２を参照）

年度 １ ２ ３ ４ ５ 年度別入替枚数

２００９ ３ ３０ ２２ ３１ ７ １０３４５枚

２０１０ ３０ ３ ２２ ３１ ３５ ９５３３枚

２０１１ ３ ３０ ３１ ７ ２２ １１５３５枚

２０１２ ３０ ３ ７ ３１ ２ １２９２９枚

２０１３ ３ ３０ ２ ７ ３１ １１９０７枚

２０１４ ３ ３０ ７ １６ ３１ １２０２３枚

平均 ３ ３０ ７ ３１ ２ ５年間ワースト

２００９－２０１４年度の考察

１）最初から格段に入替枚数の多いＧＳ・・・Ｎｏ．３，Ｎｏ．３０
２）各年度に使用する指定ゴミ袋数 ・・・約１万枚 ± ２０％
３）最近になるに従って多くなるＧＳ ・・・Ｎｏ．２，Ｎｏ．７、Ｎｏ．１６
４）安定して多いＧＳ ・・・Ｎｏ．３１、

４）２０１５年度での変化

１）Ｎｏ．３０に監視カメラが付いて、入替枚数が減った。
２）作業担当者が、伊豆美化企画さんになって、入替枚数が少なくなった。

１袋に多くのゴミを入れているものと思われます。
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１）はじめに

昨年は、雨で中止になった夏祭りですが、今年は、雨も降らず開催できました。
会場は、次のように準備されていました。

第一会場（管理センター駐車場）では、盆踊りや余興そして演奏
第二会場（森の里駐車場）では、ゲーム会場
第三会場（ホール屋上）では、飲食をしながら、演奏やフラダンス

及び抽選会場
第四会場（ホール内）では、安らぎの一時となるハーブティー提供

１７：００から開始され、日が落ちるに従って賑やかになり、大盛会でした。

２）プログラム

会場 開催時刻 内容 出演

Main-Stag 17:00-17:20 大道芸(ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ） あまる＆ビッキー
第一会場

17:30-18:10 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ音頭 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ音頭同好会／夢創太鼓

18:20-19:00 懐かしの 70's J-POP Day after Tomorrow

19:10-19:30 大道芸(ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ） あまる＆ビッキー

19:40-20:20 懐かしの 70's J-POP Day after Tomorrow

Sub-Stage 17:00-17:15 フラダンス ポピー
第三会場

17:20-18:00 バンド演奏 志村バンド

18:05-18:20 フラダンス ポピー

18:30-18:50 ダイヤランド音頭 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ音頭同好会／夢創太鼓

19:00-19:20 太鼓演奏 夢創太鼓

19:30-20:20 バンド演奏 志村ﾊﾞﾝﾄﾞ

３）会場写真

万全の会場作り ごみの分別カゴ
手前には、駐車場係の陰のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟが 終わるといつもゴミの山になりますが、
あります。 今年は・・・・？

４．ダイヤランド夏祭り（８月１２日） ・・・・広報部会 川原 徳重
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水ヨーヨー吊り：子供とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

夏祭りの雰囲気一杯：提灯

子供に人気の射的（並んでいる）

一條さん夫婦の素敵な司会と踊りによる 夢創の子供和太鼓奏者？
盆踊り会場の進行

ポピーさんの素敵なフラダンス、 ポピーさんの素敵なフラダンス
踊りと音楽に酔いしれます。 海辺の夏は、これですね。癒されます
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１．レストラン「森の里」にＷＩＦＩが導入されます

以前より、レストラン「森の里」にＷＩＦＩを導入してほしいとの要望を「管理
センター」に出しており、今回、ようやくその作業が実施されることになりました。
そこで、８月１０日、ＮＴＴ西日本静岡支店担当者、管理センター、区民の会／
関係者を含め、詳細打合せをして、９月上旬に導入される運びとなりました。

今後、レストラン「森の里」で、午後のひととき、お仲間とお茶を飲みながら、
インターネット環境下で、家族／友人との情報交換、情報の検索しながらの語らい、
仕事、商品の売買、等をされるのは、如何でしょうか？

レストラン「森の里」の午後のひとときを、インターネットを利用して知的な
空間に溶け込んで下さい。

２．マイナンバー制度の導入の件

今年の１０月から、マイナンバー制度が開始されます。また、２０１６年１月から
は、マイナンバーカードが発行されます。
マイナンバーカードは、車の免許証やパスポートと同じように写真付きの身分証明
書になるものです。来年より、順次、公共料金、税金、金融といろんなところで、
使用されることになるでしょう。
詳細は、広報「かんなみ」７月号を参照下さい。

ダイヤランドは、これから年末に向けて、ダイヤランドの生活が楽しくなるような
いろんな変化が現れてくるものと思っています。

でも、生活が便利になっても、住民全体のモラルが向上しないと気持ちの良い
生活にならないようです。海外では、日本人がごみをきれいに片付けるということで
評判になっているようです。ダイヤランドでも同じ日本人でありたいものです。
ものの貧乏より、心の貧乏の方が重大な問題を抱えるようです。
ごみの分別も同じと思います。きれいに整頓されたゴミステーションは、誰しも
気持ち良いと思います。
食べたもの、使ったものを、ありがとうの気持ちを持って廃棄したいものですね。

ダイヤランド区民の会／ホームページの閲覧手続きは、下記の通りです。

１）「ダイヤランド区民の会」で検索
又は、[http://dialand.jp/] を入力

２）
かんたんログイン

はこちら！
をクリック

３）４つの数字を入力 このパスワードは
１７３９ ２０１５年まで有効です。

４）区民の会のホームページを閲覧できます。
まだ、投稿はできません。今しばらくお待ち下さい。
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