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季節のご挨拶
２月２９日（水）閏年の年しかないこの日が、朝

から大雪になってしまいました。積雪量は、１３地区
（標高４００ｍ前後）で、２０ｃｍ位でした。
４５地区（標高６００ｍ）等は、緊急事態だったの
ではと思います。また、木々が着雪した重みで裂け
たり、折れたりした所を多く見かけました。
４月迄は、油断できないので注意したいものです。

さて、今回の特集は、函南町内にあるスーパー等が
実施している配達サービスに関する情報を記事にしま
した。この外にもあると思いますが、情報をお持ちの
方は、お知らせ頂くと助かります。３２号以降の会報
の「お知らせコーナー」に掲載させて頂きます。
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「ダイヤランド区民の会」第４回定例会［２月２６日（日）開催］の報告内容です。

１．平成２４年２月度区長会（２／１５開催）の報告
１－１各種団体／町などからの依頼事項

１）認知症相談会のお知らせ（掲示板に掲示します）
日 時 ： 平成２４年 ３月 ３日（土）午前９時 ～ １２時
場 所 ： NTT 東日本伊豆病院
申 込 ： 電話予約

（伊豆病院総合相談室 ０５５－９７８－２５５８）
費 用 ： 無料

２）今冬の電力需給見通しについて（東京電力）
今冬は、昨年度冬期の最大電力需要量
５，１５０万 KW に対し一定の余力
をもって、安定供給を確保できる見通し。
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２ ０１ ２年 ３月１５ 日
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今冬の各月の供給力の内訳 （単位：１万 KW）

項 目 H23/8 末 H23/12 末 H24/1 末 H24/2 末

設備別 一般水力 310 230 220 200

揚水式水力 700 800 800 800

火力 4,280 4,210 4,300 4,230
自家発購入含 (130) (140) (130)

原子力 250 250 140 140

融 通 40 0 0 0

合 計 5,580 5,490 5.460 5,370

３）平成２４年度 函南町自治会区役員・組長等の名簿提出（企画財政課）
２月末締め、３月１５日役場へ提出

ダイヤランド区 現在選出作業進行中（一部まだ未提出地区あり）
（２／２６現在）

１－２その他
１）平成２４年度静岡県公立高校入学者学力検査実施に伴う広域放送自粛の協力

試験実施当日の放送自粛要請
理由・・・学力検査において放送による問題提出があるため

・高等学校 ３月６日（火） 午前９時～午後３時迄
・中学校 １月７日（土） ・・・実施済み

２）まちづくりセミナー「防災研修会」の開催について
日時：平成２４年３月１２日（月） 午後１時３０分～
場所：函南町役場 ２ F 大会議室

３）平成２３年度まちづくりブロック懇談会意見集約一覧
平成２３年１０月～１１月に、４ブロック（小学校校区）別に開催された。

１－３配布物（区民の会／掲示板に掲示するもの）
１）「赤十字しずおか」

２）「脳いきいき講座」
日時：平成２４年３月１７日（土） 午後１時３０分～
場所：町役場 ２ F 大会議室
申込：事前申込必要 （０５５－９２９－９８２０）
定員：７０名

３）「かんなみ仏の里美術館」開館お知らせパンフレット
開館日：平成２４年４月１４日（土） 午前１０～午後４時３０分
入館料：大人（高校生以上）３００円 子供１００円

４）「丹那小だより」：２月号及び臨時号

５）「箱根路」：平成２４年２月号（三島警察署内防犯協会）

２．催事等への出席状況
２－１防犯まちづくり研修会

日時：平成２４年１月２１日（土）午前１０時～
場所：函南町役場 ２Ｆ大会議室
内容：①振り込め詐欺、②空き巣被害、③子供が巻き込まれる犯罪
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２－２防災・耐震セミナー
日時：平成２４年１月２９日（日）午後１時～
場所：函南町役場 ２Ｆ大会議室
内容：①「東日本大震災と想定東海地震・連動地震」

講師：静岡大学防災総合センター 教授 里村幹夫

②「家屋倒壊のメカニズム」
講師：中島建築設計事務所 代表 中島幸子

２－３管理会社及びＤＣＣとの三者協議
日時：平成２４年２月１１日（土） 午前１０時～
場所：管理会社 会議室
内容：新管理契約に伴う「運営委員会」設置について

発足 ：平成２４年４月１日
委員構成：委員総数 当面 ９名

契約者側 ６名（区民の会 ３名、ＤＣＣ ３名）
会社側 ３名（会社社長及び社長の任命する者）

２－４「水と共に生きる農業」（きれいな水を守る会）
日時：平成２４年２月１２日（日） 午後１時３０分～
場所：函南町中央公民館 多目的ホール
講師：山本光夫氏

（平成２２年度農水省選定「農業技術の匠」／静岡県で１人）
柿栽培の大家

２－５管理会社との定例連絡会（特別委員会）（毎月１回実施）
日時 ：平成２４年２月１５日（水） 午前１０時～
場所 ：管理会社 会議室
出席者：区民の会側 役員で出席できる人

会社側 社長以下関係者

２－６三島警察署丹那駐在所「三地区連絡協議会」（丹那・畑・ダイヤランド）
日時：平成２４年 ２月１７日 午後６時～
場所：三島警察署丹那駐在所

２－７社会福祉大会（社会福祉協議会）
日時：平成２４年２月２５日（土） 午後１時～
場所：函南町中央公民館

２－８今後の出席催事予定（２月２６日現在）

１）「防災研修会」の開催
日時：平成２４年３月１２日（月） 午後１時３０分～
場所：函南町役場 ２Ｆ大会議室
演題：「東海地震から命を守ろう」（東日本大震災に学ぶ）
講師：郷 隆志 （静岡県地震防災アドバイザー）

２）函南中学校／卒業式
日時：平成２４年３月１７日（土） 午後１時３０分～
場所：函南中学校 体育館

３）丹那小学校／卒業式
日時：平成２４年３月１７日（土） 午前９時３０分～
場所：丹那小学校 体育館
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１．平成２３年度の活動報告（平成２３年度行事予定表より広報部会作成）

活動名 説明

防犯パトロール ４回

交通街頭パトロール ４回

防犯打合せ ４回

交通安全施設等設置（修理）要望 函南町役場提出期限 ８／１５

土木建設工事申請 函南町役場提出期限 １１／１５

防犯灯の設置申請 函南町役場提出期限 １１／１５

１．平成２３年度の活動報告

活動名 説明 勉強会主なテーマ

部会打合せ 平成２３年度の活動計画打合せ

春のクリーン作戦 ５／２９実施 電池

勉強会 ７／３実施 電池実験／照明

タウンウオッチング ９／１５実施

秋のクリーン作戦 １１／１３実施 浄化槽

有志清掃活動 １２／１１実施（谷下通り）

２．エコキャップ活動

この活動は、ペットボトルのキャップを賛同者が収集し、「エコキャップ推進協会」
に送り、それを売ることで、ポリオワクチンを海外の対象となる子供に接種できる
ように寄付するための協力行為です。
１人分のポリオワクチンは、ペットボトルキャップ８００個で１本換算になります。
区民の会／環境美化部会も２００８年から協力しています。

収集方法は、次の通りです。
ダイヤランド内のゴミステーションに取り付けてあるエコキャップ収集箱から、

環境美化部会委員が、適時収集し、分別、洗浄、乾燥し、発送担当者の所へ、届け
ます。発送担当者は、収集具合を見て、分別、洗浄、乾燥し、重量を測定して、
年１回、又は２回、エコキャップ推進協会の静岡集荷基地に配送します。

問題点（御協力して頂きたい事）
収集箱が、分別されているにも関わらず収集箱の中には、ペットボトルのキャップ
だけでなく、乾電池、金属キャップ、化粧品の蓋、等も混入し関係者の分別作業
に手間がかかっています。収集箱には、あくまで、飲料関係のペットボトルの蓋
のみにしてください。汚い蓋は、燃やせるごみにお願いします。

１－２部会報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 三木謙二

１－２部会報告
環境美化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田伸江
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エコキャップ推進協会への発送履歴

No 発送月日 キャップ数 重量 Kg 積算 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ
ｷｬｯﾌﾟ数 箱数

１ 2008/12/27 9,600 24 9.600 ２箱

２ 2009/09/23 14,720 36.8 24,320 ４箱

３ 2010/05/15 16,916 42.29 41,236 ４箱

４ 2010/12/21 25,000 62.5 66,236 ５箱

５ 2011/12/28 26,260 65.65 92,496 ６箱

区民の会／環境美化部会の他全国の収集状況は、インターネット／エコキャップ推進
協会のホームページから見ることができます。

１．平成２３年度今迄の活動報告

活動名 概要 記載内容

「会報２８号」発行 2011/06/15 ①第８回定期総会報告
②第１回定例会報告

２０ページ ③年間会議・行事予定
④管理会社関連報告
⑤特集 近隣河川

「会報２９号」発行 2011/08/15 ①～②上記に同じ
③特集 自主防災関係

１６ページ ④お知らせ

「会報３０号」発行 2011/11/15 ①～②は上記に同じ
③特集 ｻｰｸﾙ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ大学構想

１６ページ ④お知らせ

２．次回の会報発行日
２月２６日（日）定例会開催に付き ３月１５日発行予定
内容
１）定例会の報告内容、２）管理センターの活動報告
３）特集 ①食材、日用品のダイヤランドへの配達サービス調査
４）お知らせ

３．ダイヤランド大学（仮称）の準備の進捗状況

４．お知らせ
１）サークルＫのＡＴＭ設置について
２）福祉有償運送について
３）「野良猫を考える同好会」の仲間募集のお知らせ
４）「水曜クラブ」のお知らせ、等

５．区民の会のホームページの開設の進捗状況

１－２部会報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原徳重
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１．下記の平成２３年度の会計精算（会議開始前にお願いします。）

１）平成２３年度 地区活動費の精算のお願い
２）平成２３年度業務委託料の支払い（班長・幹事・役員）

１．平成２３年度の活動 （平成２３年度行事予定表より広報部会作成）

年月日 活動名 説明

2011/04/29 第２分団結団式 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞは第２分団の管轄区です

2011/05/17 操法大会壮行会

2011/07 補助金申請

2011/08/24 傾斜地搬送訓練 田方消防署員による指導と訓練

2011/08/28 地区別防災訓練

2011/12/04 総合防災訓練

2012/01 補助金交付申請

２．今年度の防災設備の設置と来年度の設置予定
３．今年度の反省

１．平成２４年度 本部役員及び地区幹事班長の選出
１）平成２４年度 会長（区長）及び本部役員案（２／２５現在）［資料１］

役職名 氏名 備考

会長（区長） 中村圭一 留任

（副区長） 西村輝男

自主防災会 会長 西村輝男 新任

環境整備 部会長 未定
・交通安全部会

環境美化部会 部会長 奧田伸江 留任 文化活動も担当
部会名変更案あり
環境美化・文化部会等

広報部会 部会長 川原徳重 留任
委員 吉原英文 吉原氏は、HP 担当

総務部会 部会長 中村圭一 兼任
事務局 委員 齋籐哲男

会計 責任者 河野功二 留任

監査役 仲田恭敏 新任

１－２部会報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 河野功二

１－２部会報告
自主防災会 ・・・・・・・会長 中村圭一（兼任）

１－２部会報告
総務部会 ・・・・・・・・部会長 中村圭一（兼任）
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２．定期総会の委任状の配布及び回収のお願い
定期総会開催に於ける地区幹事・班長への依頼物件（［資料２］）

平成２４年２月２６日
会長 中村 圭一

第９回「定期総会」開催案内・委任状の配布及び回収のお願い

第９回定期総会開催に関して「定期総会のご案内兼委任状」の配布、回収をお願い
申し上げます。

記

１．案内／委任状・封筒」配布

１．配布物
１）「開催案内／委任状」・・・・各世帯１部

班長は、文中の□蘭に「ロット番号・班長氏名」を記入して下さい。
２）委任状回収用封筒・・・・・各世帯１通

２．配布先・・・・・所属の班／区民の会の正会員
３．配布時期・・・・平成２４年２月２７日（月）～配布

２．「委任状」の回収及び本部への提出

＊班長は、３月６日迄に各家庭を訪問し、出欠表を回収して頂き、回収出欠表を
まとめて、地区幹事に提出してください。

＊地区幹事は、担当班の委任状をまとめて、”投書箱”に投函するか ,総務担当（中村）
に提出してください。

●住民よりの回収期限 ・・・・平成２４年３月６日（火）

●本部への委任状提出期限・・・平成２４年３月１０日（土）迄に
（お手数ですが、取りまとめの都合上、期限厳守でお願いします。）

以上

［資料３］

第９回ダイヤランド区民の会「定期総会」開催のご案内

第９回定期総会を、下記の通り開催致したくご案内申し上げます。

記
１．日時 平成２４年３月２５日（日） １３：３０ ～ １５：３０
２．場所 ダイヤランド・ホール
３．議題 報告・審議・決議（承認）事項

１）平成２３年度活動・会計監査報告
２）平成２４年度の区長（会長）選出及び新役員の承認
３）平成２４年度活動方針・予算
４）その他

尚規定により総会の成立には、「区民の会」正会員の２分の１（委任状を含む）以上
の定足数が必要です。欠席の場合は、委任状を提出願います。

３．定期総会への代議員制導入案について

班長のなり手が少ない理由の１つとして、定期総会での委任状集めにおいて
幹事・班長が、「一部の班員の方から、不快な対応をされる」ことがあります。
そのため、代議員制を取る案。
代議員とは、地区の意見をまとめる役ができる人が担当する案。
よって、定期総会は、代議員より会が進行するものになります。
参加者は、代議員 ：議決権を持つ

オブザーバー ：議決権を持たない

この案は、賛否両論が出て、持ち越しの案件となりました。
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１．（新管理契約）「環境整備事業運営委員会」設置運用について［資料４］

新しい管理契約について
平成２２年５月より進めてきた管理契約の見直し作業もようやく完了し、新管理

契約への更新が、管理会社により進められています。
新管理契約の施行は、平成２４年４月１日より施行されます。
新管理契約では、今迄の管理契約と異なり、契約者参加型となっています。

＜主な変更点＞
１）解約権

解約について条件付き（やむおえない事由）となっています。
それを補完するものとして

２）契約者集会の開催
この会議で、契約内容の変更契約の解除等の重要事項を決議

３）運営委員会の設置
この委員会は、下記の事項を協議・調整することを目的とします。
①契約上の環境整備事業が、適切かつ適正に実施されているか
②環境整備事業会計が、適正に行われているかの検証

現在、管理会社、ＤＣＣ（別荘・土地所有者の任意団体）、区民の会（常住者）の
三者にて協議を進めています。

運営委員会の概要は、「環境整備事業運営委員会の概要」［資料５］の通りです。

尚、１．契約者集会規定
２．環境整備事業運営委員会設置要綱

については、平成２４年３月中旬頃に「新管理契約」の締結者には、送付される
予定です。

区民の会としての対応は、「運営委員会」へ参加し、ダイヤランドをより住み良い
住環境にするために役立てたいと考えています。

１）委員会への参加：団体単位とします（個人参加は不可）
２）委員（区民の会 委員）予定

①会長、 ②前会長、 ③幹事代表又は適任者（会計の検証ができる方）
但し、委員となる条件として、新管理契約の締結者であること

１－２部会報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村圭一

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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［資料５］

「南箱根ダイヤランド環境整備事業運営委員会」概要
１．設置の経緯

管理契約見直し作業を進める過程で、区民の会より申し入れた４項目の内
③環境整備事業会計の透明化、④環境整備事業運営への参画（運営委員会の設置）
の２項目を受けて、設置されるものである。

２．目的
南箱根ダイヤランド地域の「良好な居住環境」を維持・継続するために南箱根

ダイヤランド株式会社と新契約（平成２４年４月１日施行）締結の契約者が、
会社が行う環境整備事業が適切・適正に行われるように協議・調整することを
目的とする。

３．委員会の構成／事務局
１）委員構成（合計 ９名）

契約者側：区民の会 ３名
ＤＣＣ ３名 計６名

但し、委員は、新管理契約の契約者でなければならない

会社側 ：会社社長及び社長が任命する２名 計３名

２）役員及び事務局
・委員長及び副委員長 各１名（契約者側委員の互選による）
・事務局は、会社がこれを務める。

４．役割
協議・調整事項は、次の通り
１）環境整備事業会計が適正に実施されているかの検証

２）協議・調整（この事項については、委員全員の賛成により追加できる）
・レストラン、売店、プール、シャトルバス等の事業の経営改善への取り

組みとその状況確認
・契約者から改善要望・クレーム内容及び対応
・管理費不払い者の状況及び対処方針 等

３）委員会での協議・調整が整わなかった場合
契約者側委員の全員が必要と認める時は、委員長は会社に対し「契約者集会」
の開催を要求できるものとする。
この場合、会社は、契約書第１８条に定める「乙が必要と認める場合」と
して「契約者集会」を開催しなければならない。

５．運営
１）委員会の開催

定例会：年３回（毎年３月、６月、９月）
臨時 ：委員長の要請により開催

２）委員会の成立、委員の過半数の出席を持って成立
３）委員長は、会計の検証を行う者２名を契約者側委員の中より選出
４）事務局は、委員会及び会計の検証に必要な資料の準備・説明をする。

１．短期及び日常環境整備関連月度作業出動報告について（資料６を参照願います）

①清掃車による道路清掃の巡回回数が、多くなり道路がきれいになっています。
カーブ等に堆積した落ち葉等で車が滑ることも少なくなったのでは・・・

②清掃車が入れない階段等も、人手清掃で集中的に実施予定です。

２．管理会社関連報告 ・・・・・ 広報部会 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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２．除雪作業について
今年は、降雪日が多くあり、バス利用者の運搬と除雪対応への出動が多くなりました。
除雪の優先順位は、まず、バス路線の確保としています。ご理解をお願いします。

回数 日時 作業内容 対応人数

１ 2012/01/17 ①バス路線を優先的に除雪車２台にて除雪作業 ９名
8:00-12:00 ②融雪剤散布（融雪剤４５袋、約 1125KG）

③シャトルバス第１便の運行路線を社員により
２台の車両で乗客代行運搬

２ 2012/01/20 ①バス路線を優先的に除雪車２台にて除雪作業 １２名
8:00-17:00 ②シャトルバス第１便の運行路線を社員により

２台の車両で乗客代行運搬
第２便、第３便に対しても乗客代行運搬

③ 15:30 より凍結の恐れがある場所へ融雪剤の
散布を実施（３袋 75KG)

３ 2012/01/29 ①バス路線を優先的に除雪車２台にて除雪作業。 １２名
8:00-12:00 併せて融雪剤散布作業実施（３５袋 875KG)

②シャトルバス第１便の運行路線を社員により
２台の車両で乗客代行運搬
第２便の運行路線に対しても実施

４ 2012/02/03 ①バス路線を優先的に除雪車２台にて除雪作業。 ８名
13:00-17:00 ②凍結の恐れのある場所への融雪剤散布

（２０袋・500KG）
③シャトルバス第２便の運行路線を社員により

２台の車両で乗客代行運搬

３．ゴミステーション別月度毎生ごみ指定袋入替枚数（資料７を参照願います）
平成２３年度は、昨年と比較しますと指定袋の入替枚数が非常に多くなっています。
レジ袋、他の行政地区のゴミ袋で出される人が多い事を示しています。
ワースト５は、次の通りです。（数値は、2010/04-2012/02 の合計入替枚数）

① No. 3 H23 入替枚数/ ７９３枚 H22 年間/ ６７７枚
② No.30 ７８６枚 （参考） ８６５枚
③ No.31 ５６９枚 ４７５枚
④ No. 7 ５５１枚 ４５９枚
⑤ No.18 ４８３枚 ３２３枚

４．長期環境整備事業物件別進捗状況（特別委員会での管理会社の報告書より作成）

物件名 期間 進捗状況

階段道路清掃作業 2012/02/01 － 清掃車が入れない部分を人手で作業
用地内全域 2012/03/初旬迄 を実施

第二野鳥公園整備工事 2012/02/01 － 下記の工事を実施
2012/03/31 ①駐車場の造成／②枕木橋
予定 ③自然石による飛び石

④手摺りの作成／⑤雑木伐採
⑥スロープチップ敷／
⑦草刈り、清掃

１５地区水路改修工事 2012/02/01 － ①現在露出している河川に地中管を
仮称 2012/03/31 埋設して暗渠方式とする。
なんば沢排水河川改修工事 予定 ②暗渠方式にすることにより現在

設置してある橋は不要になるため
解体の上撤去する。

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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資料６（短期及び日常環境整備関連月度作業出動報告）
会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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資料７（ゴミステーション別月度毎生ごみ指定袋入替枚数統計）
会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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１．調査目的とお願い
南箱根ダイヤランドは、町から離れているため、いろんな理由で買い物に行けない

方がおられると思います。でも、①テレビショッピング、②テレビ通販、③ラジオ
ショッピング、③インターネット、等を利用していろんな食材、日用品、家電を購入
し、宅配してもらえる時代になりました。
しかし、ダイヤランドには、自分の目で確かめて購入したい、信頼できるところから
購入したい・・・という思いをお持ちの方が多いのではないかと思っています。
そのためにも近くの店舗の配達情報は必要と思い調査してみました。既に使用されて
ご存じの方は、確認のため目を通して下さい。そして、もっと役に立つような情報が
ありましたら、お知らせ頂くと大変助かります。

２．近隣店舗基本情報

店舗名 項目 内容 配達の 配達情報
有無

あおき 函南店 営業時間 10:00-22:00 ○ ①

定休日 無し

電話 055-979-8181

エスポット 函南店 営業時間 10:00-20:00 ○ ②

定休日 水

電話 055-978-5316

キミサワ 函南店 営業時間 9:00-22:00 ○ ③

定休日 無し

電話 055-978-7741

ザ・コンボ 函南店 営業時間 9:00-22:00 ×

定休日 年間１日

電話 055-970-2700

マックスバリュー 函南店 営業時間 24Hrs ×

定休日 無し

電話 055-978-5811

カドイケ 畑毛店 営業時間 10:00-20:00 ×

定休日 木曜日

電話 055-970-0100

サークル K 函南丹那 営業時間 24Hrs ×

電話 055-945-0800

管理センター 売店 営業時間 9:00-20:00 ○ ④

定休日 火曜日

電話 055-974-2222

おうち CO-PO 田方 営業時間 9:00-20:00 ○ ⑤

センター 定休日 日

電話 0120-581-111

３．特集 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
近隣店舗の食材・日用品の宅配サービス調査

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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３．目的別使用方法

購入手続き 店舗名 備考 目的

①目的商品⇒②ｶﾀﾛｸﾞ おうち CO-PO ⑤の資料参照 ① 多 忙 で買 い に行 け
注文⇒③配達⇒④支払い ない

管理センター売店 ④の資料参照 ②外に出かけられ
ない

③家を空けられない

①目的商品⇒②直接購入 あおき ①の資料参照 ①商品を目で見て
⇒③梱包⇒④配達 購入したいが、重い

キミサワ ③の資料参照 た め 、 配達 し ても ら
う。

エスポット ②の資料参照

管理センター売店 ④の資料参照

４．店舗別情報

①「あおき／函南店」の当日配達サービス条件

１）利用方法
・レジにて、ご精算後、サービスカウンターへ
・宅配専用コンテナにお客様がお詰め下さい。
・宅配伝票に届け先をご記入し、配達時間帯をご指定下さい。
・宅配専用コンテナは、お届け時回収致します。

２）締め切り時間・・１１：３０迄に申込必要
３）当日指定配達時刻 ①１４：００－１６：００

②１６：００－１８：００
③１８：００－２０：００

４）お届けできない商品
・生鮮食品 ：刺身、等
・壊れやすい商品：卵、豆腐、等
・アイス等の冷凍食品

５）宅配料金
・専用コンテナ１箱・・・４００円

５千円以上、お買い上げなら２００円

②「エスポット／函南店」の配達サービス条件
１）利用方法

・レジにて、ご精算後、サービスカウンターへ
・梱包は、店員が実施
・宅配伝票に届け先をご記入してください。

２）申込時刻・・１６：００迄の場合 ：翌日の午後配達
１６：００以降の場合：翌々日の午後配達

３）お届けできないもの ： 植木等

４）宅配料金
５ｋｇ迄 ５００円

１０ｋｇ迄 ８００円
１５ｋｇ迄 １，３００円
３０ｋｇ迄 ２，０００円

５）軽トラックを借りて自分で運転（砂／石／ブロック等）
使用料 １時間 無料

３０分超過毎 １００円

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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③「キミサワ／函南店」の当日配達サービス条件
１）利用方法

・レジにて、ご精算後、サービスカウンターへ
・宅配専用コンテナにお客様がお詰め下さい。担当者が補助します。
・宅配伝票に届け先をご記入してください。

２）締め切り時間・・１６：００迄に申込必要
１６：００以降の受付は、翌日午前中の配達。

３）お届けできるもの
・食品全般／要冷品／冷凍品／生鮮食品／雑貨品他

但し消費期限等の関係により宅配できないものもあります。
・お米／ビール／ジュース等重いものでもご自宅へ

４）宅配料金
・１回 ２００円

但し、２千円以上お買い上げ頂いたお客様に限らせて頂きます。

④「管理センター売店」の当日配達サービス条件

１）利用方法１
・レジにて、ご精算後、サービスカウンターへ
・配達先を知らせる
・配達時刻を調整

２）利用方法２
・電話で注文
・配達先を知らせる

３）取扱商品
①乳製品、②丹那牛乳製品、③佃煮類、④冷凍食品、⑤豆腐類、⑥飲料水
⑦水産加工品、⑧お酒／ビール、⑨お米、⑩日用品雑貨、その他

⑤「おうち CO-PO」の配達サービス条件

１）加入手続き
・おうち CO-PO に電話をして、「注文カタログ／お買いものめも」の

配達を依頼
・コープかながわ／しずおかへの加入手続きを取る

２）利用方法
・カタログで注文（インターネット／注文書）
・翌週以降に配達（１週間１回配達）

３）宅配サービス料金 １人で宅配の場合 １０５円
２人分まとめて宅配の場合 ５３円
３人分まとめて宅配の場合 ０円

４）特徴 1)商品は、コープで①微生物、②残留農薬、③食品添加物、
④放射能汚染等の自主規制にクリアしたものを商品と出している。

2)取扱商品は、①各種食材、③冷凍食品、③お米、④お酒、
⑤台所消耗品、⑥洗剤、⑦化粧品、⑧服飾品、⑨防災用品、等

3)特価品も各所にあり

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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５．ダイヤランド内食事配達サービス

１）レストラン森の里

営業時間 11:00-21:00
電話 055-974-0211 昼食オーダー時間 11:00-12:00

夕食オーダー時間 11:00-16:00

夕食配達時間 17:00-17:30
宅配品
・昼食のみのメニュー：

かき揚げそば ９００円 カレーライス １１００円
かき揚げうどん ９００円 ミックスサンド ９００円
ピザパイ ９００円

・昼食／夕食メニュー（詳細は、森の里へ）
うな重 ２５００円 天ぷら弁当 ２３００円
ひれかつ弁当 １９００円 おまかせ弁当 １７００円

（夕食のみ）

２）ベーカリーカフェ 「マリー」

日時 毎週土曜日 11:15-12:00
場所 ベラビスタ／フロント前
販売 パン のみ
電話 055-945-0707

１．ダイヤランド大学（仮称）開設の進捗状況 広報部会 川原徳重

１）現在、講座提唱者が１３名応募されています。
２）講座提唱者が講座の開催場所として、自宅や自宅の工房等で実施される場合

は、問題無いのですが、多くの方が講義室としての場所を必要とされると
思っています。

３）現在この会場探しが難航しています。
４）会場の借用条件は、ダイヤランドホールの使用料ろ同程度に考えています。
５）私１人では、なかなかはかどりませんので、一緒に活動出来る方を募集

したいと思っています。この関係で一緒に活動出来る方は、川原まで
ご連絡お願いします。

６）会場の見通しがついてから、次のステップに進みたいと思っています。

今しばらく、お待ちください。 少し、遅れます。

２．サークル K（函南丹那店）の ATM 設置について 広報部会 川原徳重

２０１１年１１月３０日に開店したサークルＫ（函南丹那店）のＡＴＭ設置が
待たれていましたが、２月１８日に設置したとのことです。
ＡＴＭは、イーネットです。

４．各種お知らせコーナー ・・・・・ 広報部会 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３１号（２０１２年）
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３．福祉有償運送をもっと知って利用してほしい 村上至誠 様より

福祉有償運送とは、ＮＰＯ等が自家用自動車を使用して身体障害者、要介護者
の移送を行う「自家用自動車有償運送」の１つで、２００６年１０月１日に法律
として制定されました。（道路運送法第７８条第２号）

この法律により、身体障害者や要介護者が手ごろな価格で病院の送迎、買い物
知人宅訪問、公的機関への移送ができるようになりました。しかし、法律が制定
されてからまだ日が浅いため、周知されていないため、まだ会員数が少なく
利用者が少ないため、ＮＰＯの事業所の経営が大変であるとのことです。
ぜひ、この福祉有償運送のことを知って利用願います。

函南町を担当するＮＰＯ法人は、次の１事業所です。

１）足長おじさん 電話 ０５５－９７９－６２２６（改訂）

利用に関する内容や料金時間については、お電話でお問い合わせ願います。

４．「野良猫を考える会」を発足したく会員を募集しています。 服部エミ 様より

サークル名「野良猫を考える会」を発足したく会員を募集しています。
目的は、かわいそうな野良猫を減らすことです。

私の思いは次の通りです。
ダイヤランドのあちこちで野良猫をよく見かけます。ダイヤランドで生まれた猫

のいれば、外から捨ててこられた猫もいます。野良猫になったのは猫のせいでは
ありません。
野良猫になった猫は、時には人間に迷惑になることもします。これは、生き延びる
ために命を懸けてやっているのです。それを、「可愛いから」とか「可愛そうだ
から」と言って、エサを与えて、自己満足している方もいると思います。

本当の優しさって、こんな野良猫を増やさないことだと思います。
そのために

○去勢や避妊手術をする
○里親を探す
○外から捨てに来る人に対する「啓蒙看板」を設置する。

ことを、継続的に行っていく必要があります。
これらの作業を続けるには、皆さんのバックアップがないと続けて行くことが
できないと思います。

我が家でも、昨年２匹手術しました。でも、近くに１０匹位みかけます。
まだまだ、多くの野良猫がダイヤランドいるものと思われます。
なんとか、対策を実施できる団体を立ち上げて、不幸な動物を増やさないように
したいと思っています。同じ想いの方は、連絡下さい。

連絡先は、下記の通りです
ロット番号 １５－３０２ 服部エミ
電話 ０９０－８０８１－６５４１

５．「水曜クラブ」のご案内 芹澤正友 様より

会の目的 ダイヤランドでの人生を楽しみたい人の集いの場
会場 レストラン森の里
開催日時 毎月第２、第４水曜日 午後６時頃 ～ ８時頃迄
会費 原則無料
つまみ 酒、つまみは自前で用意。クラブ用おつまみ ５００円
概要 三国一の夜景をサカナに自由な自分スタイルで飲むも良し、

食べるも良し、仲間と会話を楽しむも良し。情報の発信、収集利用
備考 当日 自由参加 コーヒー、紅茶党の歓迎

飲酒運転厳禁！！！

問い合わせ先 ロット番号 １３－８３５
電話 ９７４－１０１２
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６．第３０号の「ダイヤランドで活動しているサークルの紹介」の修正と追加

１）修正
① A14 囲碁クラブ 囲碁（上級者） ⇒ 囲碁 のみとします

② A15 囲碁同好会 ⇒ ダイヤランド囲碁同好会 に変更
開催日 金曜日 13:30 - 16:30
会費 ５００円
組織 会長 工藤英隆さん 974-2350

大長康宏さん 974-1023
芹澤正友さん 974-1012

③ A16 カラオケ部
開催日 毎月第二木曜日 17:30 - 21:00

④ A28 麻雀部
開催日 毎週 日曜日 13:00 － 17:00

７．ダイヤランド周辺の放射の測定結果（函南町役場の HP より）

測定値(μ Sv/h)
測定場所 測定日時

地上 10cm 地上 1m

丹那小学校／グランド中央部 2/28 14:05 0.03 0.03

丹那幼稚園／園庭中央部 2/28 4:15 0.04 0.03

８．区民の会のホームページ開設準備の進捗状況 広報部会 川原徳重

区民の会のホームページ開設の準備をしています。
現在は、下記のホームページアドレスでアウトラインを見ることができます。

http://dialand.jp/

１）２月は、P/W 「１２５６」でログイン可能です。
２）現在、文面が一人歩きしないように掲載分の内容の確認を実施しながら、

準備をしています。
３）スタート時は、いろんな問題が発生すると思っていますので、皆様の御協力

を受けながら、内容を修正し、正確にしてゆきながら、充実させたいと
思っています。

４）実際のスタートは、区民の会の新体制と今後のスケジュールが決まってから
実施したいと思っています。

日付が、東日本大震災の日を過ぎ、３月１２日（月）に変わりました。
今日この原稿を印刷屋さんに提出しないと３月１５日の配達に間に合わないのでは？
でも、なんとか間に合いそうです。３月になり、前座のうぐいすが鳴き始めました。
春蘭の花芽も出てきました。卒業シーズンと共に春の足音がしてきましたね。

会報「ダイヤランド区民の会」 第３１号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重

２０１２年 ３月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

５．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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