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季節のご挨拶
晩冬から早春にかけて草花の少ない時期に咲く

山野草の１つとして節分草や”バイカオウレン”
（写真）があります。南箱根ダイヤランドは、
富士山と向かい合っている山の北斜面に位置して
いるところが多く、山野草の環境としては、
かなり良い場所でもあります。バイカオウレンは、
胃腸薬として有名な「オウレン」の同属別種です。

さて、今回の特集は、ダイヤランドにおける
インターネットの応用例です。インターネットは
良い面もありますが、注意が必要な面もあります。
しかし、市街地から離れているダイヤランドでは
いろんな作業を代行してくれる窓口でもあり、
貴重な図書館でもあります。今回は、いろんな面
からの応用例を会員の方に投稿して頂きましたので、お知らせします。お楽しみに。
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「ダイヤランド区民の会」第４回定例会［２月２４日（日）開催］の報告内容です。

１．平成２４年２月度定例会の報告（２／２４開催）
１－１平成２５年２月度区長会報告（H ２５年２月１５日開催）

１）町・各種団体からの依頼事項他

①湯～トピア／町民割引のご案内（湯～トピアかんなみ）
割引期間：平成２５年１月１６日～３月３１日
割引券 ：「平成２４年度クリーン函南」（ごみカレンダー）下部に掲載
その他 ：・期間中レストラン及び整体利用者は、入館料の延長料金

１時間無料
・レストランでは、限定特別メニュー（ワンコイン「500 円」

メニュー食事
新メニュー・・・「特選手打ちそば」：函南産そば粉使用

（土・日・月曜日のみ １５食／日限定）

Ｎｏ．３５号
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１－１区長会／報告及びお知らせ事項 ・・・・・・・・・ 区長 中村圭一

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）



- 2 -

②平成２４年度 自衛隊入隊予定者激励会の開催（総務課）
（伊豆の国市／伊豆市／函南町及び各自衛隊協力会の共催）
日時 ：平成２５年度２月２８日（木） １４：００～
場所 ：伊豆の国市／韮山時代劇場 大ホール
内容 ：・陸上自衛隊富士学校音楽隊の演奏会

・記念講演「日本の危機管理」
講師 参議院議員 佐藤正久防衛政務次官（予定）

・入隊予定者激励会

③平成２５年度 区役員等の名簿の提出（企画財政課）
提出期限：平成２５年３月１５日（金）

④函南町制施行の５０周年記念式典について（企画財政課）
日時 ：平成２５年４月７日（日） 午前１０時～
場所 ：中央公民館
出席者：各区区長他
駐車場：JA 三島函南 職員駐車場

⑤平成２５年度 県立高等学校入学者選別学力検査の実施について
学力検査時の注意

学力検査には、放送を使用した問題があるため、下記の時間帯での
同報無線や広域放送は、禁止願います。

日時：平成２５年 ３月 ５日（火） 午前１１：１５～１１：３０

⑥函南町消防団入退団式の開催について（総務課）
日時 ：平成２５年 ３月 ３１日（日） 午前１０時～
場所 ：函南中学校 体育館
出席者：中村区長・西村自主防災会長

２）配布物（区民の会掲示板に掲示）
①自主防災 Ｎｏ．８４
②湯～トピア「町民割引ご案内」
③丹那小だより 平成２５年２月号
④箱根路 平成２５年２月号

３）ポスター
①児童虐待防止ポスター（管理センターに掲示）
②町政施行５０周年記念のぼり旗（管理センターに掲示）

１－２会議・催事等への出席（予定を含む）

１）「日守地区」土砂災害訓練見学
日時 ：平成２４年１２月２日（金） 午前８時～
場所 ：日守地区公民館・西武コミュニティー
見学者：中村区長、西村自主防災会長

２）ダイヤランド「環境整備事業運営委員会」
日時 ：平成２４年１２月８日（土） 午前１０時～
場所 ：管理会社 会議室
出席者 ：区民の会からは、中村区長／佐藤幹事／丸山幹事
主な議題：レストラン運営について
概要 ：２３年度・・２５００万円赤字

運営方法案・・・外部へ委託
予定 ・・・２５年度 結論

２６年度 運営開始

３）函南町 新年初顔合わせ会
日時 ：平成２５年１月５日（土） 午前１０時～
会場 ：中央公民館
出席者：函南町長他職員、各団体役員など

ダイヤランド（中村区長／西村自主防災会長）
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４）函南町消防団 出初め式
日時 ：平成２５年１月１３日（日） 午前１時３０分～
場所 ：函南町役場 駐車場
備考 ：消防団のサポート部隊：ＯＢの方を含め２００名位いる。

５）丹那駐在所 ３地区連絡協議会
日時 ：平成２５年２月２０日（水） 午後６時～
場所 ：丹那駐在所
内容 ：・窃盗・盗難物件：①耕耘機の盗難、②敷鉄板の盗難、③賽銭の盗難

④野菜などの盗難、等
・振り込め詐欺 ：①新手の詐欺（通貨投資、未公開株投資等）発生

届出が少ないので、中々実態が掴めていない。

６）平成２４年度函南町社会福祉大会
日時 ：平成２５年２月２３日（土） 午前１２時３０分～
場所 ：函南町中央公民館 大ホール

７）平成２４年度自衛隊入隊予定者激励会（予定）
日時 ：平成２５年２月２８日（木） 午後２時～
会場 ：伊豆の国市韮山時代劇場 大ホール

８）平成２４年函南町消防団入退団式（予定）
日時 ：平成２５年３月３１日（日）
場所 ：函南中学校 体育館

４月、５月は、カラスの子育ての季節、燃やせるごみは、
函南町の指定袋でコンテナ内に投函願います。

燃やせるごみを、

ゴミステーションの前に

置くことだけは、絶対に

しないで下さい。
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１－３その他

１）ヘリポート整備について（ドクターヘリ及び災害時の対応用）
・「ドクターヘリ」ヘリポートについて

場所 ：共通呼称（田方－９ 南箱根ダイヤランド梅公園）
備考 ：現在指定されている場所であるが、安全な運行を期する為、下記の

整備が望ましい。（発着に危険を伴うため）

①南側（ドッグラン側）の木立の撤去
②下段の排水溝付近の段差の解消（中央部分）
排水溝付近を中心に、かなり段差があるので、全体的に平面化
する必要がある。

・「災害時」緊急ヘリポートについて（中型のヘリコプターが発着）
場所 ：管理事務所北側 テニスコート（指定無し）
備考 ：災害時等において使用する場合の意見として

①平面の広さについては、問題無いと考える。
②２方向からの進入離脱を考えると、周辺の木立の処理が必要
③災害発生ヘリポート使用時：コート内センター・ポールの撤去

飛散物等の除去
④進入路のフェンスの撤去（災害時は、根本より切断撤去する）
⑤緊急車両が、直近まで来られるルートの確保

（東側道路を利用予定）

以上のような提案を受けた。

区民の会としては、管理会社と話し合い、以下のように処理する方向で
考えている。

①「ドクターヘリ」発着所について
平成２５年度の事業計画に計上して、整備する。

②「災害時」緊急ヘリポートについて
当面、下記の整備を平成２５年度実施予定
・木立の処理
・緊急車両の進入ルートの確保

進入路のフェンスの撤去／緊急車両用ルート確保については、発生時対応

２）シャトルバスの料金の徴収方法について
利用料金の徴収方法について、国土交通省より委託バス会社に指導があり、
従前の方法（バス内の料金箱へ入金［回数券を含む］する方法）は出来なく
なり、本年１月より徴収方法を変更して運行しています。
現在は、熱函道路にある岩田板金さん前に臨時駐車して、料金を徴収して
います。

従前のやり方は、「一般路線バスの運行方法と紛らわしい」とのことで、
改善指導されたものです。

３）緊急車両救急車・消防車等の誘導について
現在は、下記の２通りの方法で運用しています。

①正規の住所（例えば、平井○○○○番地の△△△・・と番地と枝番まで）
を連絡すれば、緊急車両に装備されているナビにより、管理会社社員の
「誘導なし」で、直接現地へ直行することができます。

②ダイヤランドのロット番号のみしかわからない場合は、第１警備室前
より、管理会社社員が「誘導する」ことにします。

以上の２点は、ダイヤランド住民からのクレームにより、指摘されたものです。
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１．１２／９開催「地域防災訓練」の報告
１）概要：開催日は、風が強く又、かなり冷え込み寒い日になったため、体調を

悪くする方が多く出ました。
２）参加人数：全参加人数・・・１５３名

各地区 ・・・１０名～２０名
３）行事

①無線機の通信状態
ダイヤランドは、山有り、谷有りの場所ですが、無線機は、１０地区の
各地区で１台づつ確保しています。開催日は、全地区接続確認できました。

②給食班
非常時に備えて、フライパンでご飯を炊きました。

風が強いため、カセットコンロの周りを囲わないとなかなか良い炊き
あがりにならなかったようです。
また、設置場所の木の枝を予め切っておかないと、枝が作業の邪魔を
していました。（広報感想）

③救護班
三角巾の使い方

④勉強会
テーマ「来るべき東南海・東海地震に備えて！！」
講演者・・・函南町／防災監／佐野章夫様の講演

４）感想（広報担当）
当日は、寒風吹きすさぶ日となり、訓練としては、厳しい日となりました。
しかし、東日本大震災では、寒風、降雪、飛び出したままの衣服、暖房なし、
というような状態であったのは、記憶に新しいと思います。
ダイヤランドでは、標高もあり、市街地からも離れているので、「自分の
命は、自分で守る」という覚悟を持ち、各世帯各自万全の準備をしておく
必要があると感じました。

２．自主防災会 地区別防災員担当名簿の作成（案）
地区別の防災組織は、各地区で作成されたと思いますが、本部関係のものがなく
今回各地区幹事より提出されたもので、その案を作成しました。
情報担当７２名／防火担当４８名／救護担当５１名／給食担当６９名
合計２４０名になりました。
しかし、重複している方も有り、各地区見直しが必要と思われます。
また、本部組織の活動内容も明確になっていないため、確立する必要があります。

３．防災関係のキー機器管理者の明示化
下記のものを所持している方の名前を明示しておいて欲しいという依頼があり
ました。
①防災倉庫の鍵の管理者
②トランシーバーの所持者

１－２部会報告
自主防災会 ・・・・・・・ 会長 西村明男
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１．平成２４年度の活動報告（平成２４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

２．防犯パトロール隊の帽子の準備
現在防犯パトロール隊の隊員さんは、腕章のみで活動されていますが、隊員の判別
を明確にするために、帽子も準備するようにしました。
今年度中に準備する予定です。

３．防犯パトロール隊の隊員の紹介（平成２４年１２月１０日現在）

平成２４年度の防犯パトロール隊員は、次の２０名の方々です。
毎日毎日、ありがとうございます。

名前 Lot. No 名前 Lot.No

郷千恵子 13-123 長久榮夫 13-506

高浜恒二 43-133 砂原晋 35-411

岩本広之 25-601 川瀬豊彦 33-453

石渡豊治 55-045 鈴木幹 13-3003

中間利伍 33-406 芹澤正友 13-835

工藤英隆 13-1078 砂村一彦 33-238

森好生 13-052 吉橋亘 45-285

中村圭一 23-216-1 大長康宏 13-1153

井上喜興志 25-475 西村輝男 13-3001

大瀬利行 53-025 出口隆志 芽ぶき

４．定例連絡会議のお知らせ

開催日 ６月／９月／１２月／３月の各月第２週「水曜日」午後３時～
場所 ダイヤランド「森の里」にて
出席者 ①三島警察署 丹那駐在所 渡辺警部補

②ダイヤランド区防犯パトロール隊員 全員
③南箱根ダイヤランド（株）総務課 藤井総務部長

管理部 山田管理課長

１－２部会報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 郷千恵子

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）



- 7 -

１．平成２４年度の活動報告

活動名 説明 備考

部会打合せ 平成２４年度の活動計画打合せ

春のクリーン作戦 ５／２９実施 石けんと合成洗剤の
函南中学校と共催 環境汚染の違い

ダイヤランド夏祭り ８／１０実施
参加

函南町 １１／１実施 十国峠／仏の里
タウンウオッチング

秋のクリーン作戦 １１／１８実施 「石けんで美しく」
優れもの：固形石けん 実験も含む

アマチュア音楽家の １２／１実施 大盛況
為の発表会

２．エコキャップ収集活動（環境美化文化部会員 川原徳重）
毎年１２月末に、１年間収集したキャップを分別／洗剤洗浄／乾燥／計量／

ダンボール詰めして、エコキャップ推進協議会のキャップ収集業者の所へ送って
いますが、今年度は、まだ、配送できる充分な量に達していないので、５月に配送
する予定にしています。次回送付で、大台１０万個を越えるものと思われます。

区民の会／環境美化部会や全国の収集状況は、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。（多くのグループがあります）

３．ゴミステーションの清掃について
昨年度までは、各ゴミステーションが徐々に（本当に徐々に）きれいになって

きていると感じていましたが、今年度は、全体的に汚くなっているように感じて
おり、ゴミステーション内の清掃は、どこの担当か？
ということが、幹事会等でテーマに上がり、中村会長が、管理会社／柴田社長と
協議して頂き、下記の内容となりました。

１）原則として、管理会社の担当とします。
２）毎週金曜日の巡回時、汚いところは、清掃をする。

この内容で、しばらく様子を見ることになりました。

また、ゴミステーションの近くにお住まいの有志の会員の方によりゴミステーション
がきれいに清掃され維持されているとこともあります。

２月からは、各ゴミステーション内がかなりきれいになっていると思います。

ご利用の方々も、きれいなゴミステーション維持に御協力お願いします。

１－２部会報告
環境美化・文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田伸江

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）



- 8 -

１．平成２４年度今迄の活動報告

活動名 概要 記載内容

「会報３２号」発行 2012/06/15 ①第８回定期総会報告
②第１回定例会報告

２４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３３号」発行 2012/08/15 ①第２回定例会報告
②管理会社関連報告

２０ページ ③お知らせ

「会報３４号」発行 2012/11/15 ①第３回定例会報告
②自主防災関連報告

２０ページ ③お知らせ
④管理会社関連報告

「会報３５号」発行 2013/3/15 ①第４回定例会報告
予定 発行予定 ②管理会社関連報告

③パソコンの利用例
④お知らせ

２．ダイヤランド大学（仮称）の準備の今後の予定
２－１経過説明

ダイヤランド大学構想を打ち出してから、１年半位経過してしまいました。

ダイヤランドの趣味のサークルの多くは、ダイヤランドホールを使用するため、
管理センターが窓口となって活動をされておられます。また、多くのサークルが
あるためダイヤランドホールの利用率が高く、ホールの予約ができにくい状態です。
また、サークルにコンタクトを取る時でも、多くが、管理センターの担当者 ⇒
サークル代表者へと連絡を取る手続きが必要とのこと。
また、連絡先をオープンにされたくないサークルもあるとのことで、サークル管理
がしにくい状態にあるように感じていました。

そのため、下記の条件で、区民の会が窓口となって各種勉強会を開始すべく
準備を始めました。

１）勉強会の名称を「ダイヤランド大学」とする
２）区民の会が、窓口となる
３）各講義を主催する指導者は、ダイヤランド区民の会の会員とする
４）内容は、趣味／芸能／生活に関する実験を含む勉強会
５）作業場所や講義場所が、ダイヤランドホールではなく、飲み食い

しながらも、できる場所を準備する
また、個人の工房での作業も歓迎

６）運営は、講義の主催者及びその仲間の人達で実施する。
７）費用は、場所代、講義代、おやつ代等を主催者で設定して頂く。

しかし、その後、予定していた場所が、いまだ正常に使用出来ないようで、足踏み
状態です。

２－２今後の予定

このままでは、いつまで経っても、話が進まないので、次のように考えました。
準備可能な講座から随時開講して進めていくことにする。
ということで、来年度は、「パソコン教室」から、開始して行こうと思っています。
主催者は、広報部会員でもあります。「吉原英文さん」です。
開講準備ができるまで、今しばらくお待ち下さい。

１－２部会報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）
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３．区民の会のホームページの活用のお願い

区民の会のホームページには、４回／年の発行の会報には、記載されない各種
区民の会の行事やサークル活動の発表会を始め、区民の会の会報が１号から
閲覧できます。また、いろんな意見を述べることができるコーナーもあります。
区民の会の会員であれば、いろんなお知らせをアップすることができますので、
どしどし、活用して下さい。

１．下記の平成２４年度の会計精算（会議開始前にお願いします。）

１）平成２４年度 地区活動費の精算のお願い
２）平成２４年度業務委託料の支払い（班長・幹事・役員）

１．「ダイヤランド区民の会」の会員について
ダイヤランドの自治会である「ダイヤランド区民の会」は、任意団体です。
そのため、自由に入会／退会が可能です。会員は、会の規約により次のように
分かれています。
正会員 ・・・本会の目的、活動に賛同し、函南町民で、ダイヤランドに居所

（住民票）を持つ方。総会での議決権有り
準会員 ・・・本会の目的、活動に賛同する常住者で、函南町に住民票が無い方

総会での議決権無し
賛助会員・・・本会の目的、活動に賛同する個人／法人の方（役員会の決議必要）

総会での議決権無し

２．「ダイヤランド区民の会」入退会の手続きについて

現在は、次のような手続きを取っています。

１）ダイヤランドへ常住として入居される世帯 ⇒ 管理センターへ登録
２）登録者のロット番号氏名は、「区民の会」会長へ報告
３）「区民の会」会長は、地区の幹事／班長へ確認
４）地区幹事／班長は、入居者に会の説明と入会有無の確認を取る
５）入会の有無の通知を幹事又は班長が「区民の会入退会・変更届け」に記載し

「区民の会」総務部に知らせる。（投函箱／ＦＡＸ等）
６）「区民の会」総務部より、函南町役場へ、「広報」等の部数の増減を知らせる。
７）部数が増えた、広報「かんなみ」等が、担当の班長宛に配布される。

（手続きが済むまでに、１ヶ月位かかる可能性有り）
８）班長は、会員になった新居者に配布する。

１－２部会報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 河野功二

１－２部会報告
総務部会 ・・・・・・・・部会長 中村圭一（兼任）
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１．ダイヤランド「環境整備運営委員会」について
平成２４年度の監査報告は、６月位には、報告できるものと思われます。

２．ゴミステーションでの「警告かんばんについて」
１）「契約者以外は、ゴミを投函しないでください」の看板を外せとの申し入れが

契約者以外の方の申し入れで、函南町／環境衛生課から管理センターへ申し
入れがありました。

２）管理センターでは、ゴミステーションは、環境整備費で運営しているので、
「できない」との回答をしました。

３）これを受けて契約者以外の方が、再度函南町／環境衛生課に申し入れをされた
ようで、再度「警告かんばんを外しなさい」との申し入れがありました。

４）区民の会では、契約者の生活を維持することを基本にしています。
よって、設備費の僅かにしか当たらない町からの補助金のために、このように

云われるのは、おかしいとして別の対応を検討しています。

１．自主防災会：災害時要支援世帯の確認調査の件（自主防災会会長 西村明男）
昨年ダイヤランドでは、「自主防災アンケート」で「要支援所帯」登録希望者を
伺ったところ、全部で９０所帯に及びました。
ついては、万全を期したいと存じますので、今回地区幹事・班長・民生委員さんの
協力のもと「要支援所帯」の確認作業を実施します。御協力宜しくお願いします。

再確認登録用紙は、先のアンケートで登録を希望された方のみに、配布させて
頂きます。
確認用紙は、班長さん⇒幹事さん⇒区民の会投函箱 の流れでお願いします。

２．平成２５年度 地区幹事・班長の選出について（会長 中村圭一）
３月１５日には、函南町へ届ける必要があるので、２／末迄には、各地区の幹事
さんは、中村まで知らせて欲しい）

３．平成２５年度 会長・本部役員の選出について（会長 中村圭一）
平成２４年度会長（区長）及び本部役員の２５年度に向けての動向（２／２２現在）

役職名 平成２４年度 平成２５年度の動向

会長（区長） 中村圭一 中村圭一

（副区長） 丸山正行

自主防災会 会長 西村明男 丸山正行

環境整備 部会長 郷千恵子 ？
・交通安全部会

環境美化文化部会 部会長 奧田伸江 奧田伸江

広報部会 部会長 川原徳重 川原徳重

総務部会 部会長 中村圭一（兼務） 中村圭一（兼務）
事務局 斉藤哲男 斉藤哲男

会計 責任者 河野功二 ？

特別委員会 中村圭一（兼務） 中村圭一（兼務）

監査役 仲田恭敏 西村明男

顧問 前会長 前会長

１－２部会報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村圭一

１－３その他
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４．第１０回定期総会について（会長 中村圭一）

第１０回ダイヤランド区民の会「定期総会」開催のご案内
第１０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２４日（日） １３：３０ ～ １５：３０
２．場所 ダイヤランド・ホール
３．議題 平成２４年度活動報告・承認事項及び平成２５年度計画審議・決議事項

１）平成２４年度活動・会計監査報告
２）平成２５年度の会長（区長）選出及び新役員の承認
３）平成２５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。

５．その他

１）丹那３地区協議会（中村会長）
１）畑から、野菜を盗られる事件が増えている。
２）詐欺事件の報告（渡辺警部補の話）

未公開株の投資話等（外国株投資）

１．救急誘導について

毎月２０回位、救急車がダイヤランド内に呼ばれますが、半分以上、誘導無しで
現場に到着しています。

２．短期及び環境整備関連月度作業出動報告について（資料：１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。
道路清掃専任者による道路清掃により、綺麗な道路環境が維持されるように
なりました。

②清掃車が入れない階段等も、冬場人手清掃で集中的に実施
落ち葉等が、落ち着き、乾燥時期である２月に入り、シルバーさんを雇用し
作業実施。

３．ゴミステーション内の清掃について

ゴミステーション内が汚いという苦情が多くなり、管理会社と協議の結果、清掃は
管理会社で実施することになりました。管理会社では、毎週金曜日、指定袋違反者
のゴミの入替作業を実施するゴミステーションにおいて、高圧洗浄等で、清掃
するようになりました。（汚い場合）

４．ゴミステーション別月度毎生ごみ指定袋入替枚数（資料：２を参照願います）

平成２４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。
また、燃やせるごみ袋の中に、燃やせないごみに分別されるものがあり、分別
される担当者の方が、困っておられました。
ワースト５は、次の通りです。（数値は、2012/04-2013/02 の合計入替枚数）

① Ｎｏ．３０ ８６８枚
② Ｎｏ．３ ８４３枚
③ Ｎｏ．７ ７４３枚
④ Ｎｏ．５ ６８７枚
⑤ Ｎｏ．３１ ６１７枚

ゴミの投函のマナーが悪くなっています。
今後は、マナーの悪い人を、見つけて注意できるような検討をする必要があります。

２．管理会社関連報告 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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資料：１ 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３５号（２０１３年）



- 13 -

資料：２ 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３５号（２０１３年）
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ダイヤランドに常住している人には、次のような特徴があるように思っています。
１）年を取っても、元気な人が多い。
２）熟年者でも、若い人でも、技能者が多い。
３）多趣味の人が多い。（音楽、美術、スポーツ、舞踏、園芸、等）
４）食べ物の味を吟味できる人が多い（味にうるさい？）
５）時間を有効活用する人が多い。
６）納得しないと話しに乗らない人が多い。（頑固な人が多い？）

しかし、ダイヤランドは、市街地から離れているため、自分が希望する情報やもの
や食材が、入手しにくいのが現状です。
しかし、現在では、強力なツールがあり、そのインフラ環境も整いつつあります。

また、高度成長を終わってバブルを経験した日本の社会情勢は、変化が生活の糧に
なっているとも思えます。そのため、日本の産業界、行政、司法、学校もそれに対応
すべく自分のところの情報を刻々と変化させて発信しています。

現在は、利用する人が、自分に必要な情報を、自分で探す時代になりました。
必要な情報は、待っていてもほとんど入りません。

今後、行政関係（選挙を含む）や金融等に関する手続きが、続々とインターネット
を通じてできるようになるものと思われます。

一方、会議等で自分が、何を云いたいかを短くわかりやすく伝える技術も必要です。

これらのことをオールラウンドにできるものがインターネット機能を装備した
パソコンでもあります。
今回は、これらのことを、使用している人に紹介して頂きます。
まだまだ、優れた利用をされている方もおられると思いますが、次回のお楽しみと
して、今回は、一応広報部会員の使用方法を一例として参考にして頂けると幸です。

インターネット機能を装備しているパソコンでできることを簡易的に表に整理すると、
次のようになります。

主な装備 必要なもの できること 備考

パソコン機能 専用ソフト ・文書作成 作成したものが記録
・表計算 でき、原則として
・図面作成／絵画 修正変更／コピー／
・作曲／音楽編集 印刷／データ送信
・写真／ビデオ編集 できる
・ゲーム

Ｅ－メール メール用ソフト ・メール パソコンに記録され
プロバイダー契約 ・資料の添付送信 たデータを国内／

・ソフト添付送信 海外いつでも伝え
たい人に送信する

インターネット プロバイダー契約 ・情報の検索／調査 ことができる。
・金融関係の取引
・各種予約
・ネット通販
・映画／音楽鑑賞
・行政の手続き
・特産物の購入

３．特集 ダイヤランドにおけるパソコンの利用例 広報部会 川原徳重

３－１ パソコンが装備している機能について 広報部会 川原徳重
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私は、次のようにインターネットを活用しています。
１）「ＣＯＯＰ」から買い物・・・ネット通販の活用

”ｅふれんず”という名称でインターネットからパソコンで注文が可能です。
”ｅふれんず”を利用すると、自分の都合の良い時に、希望するものを注文

できますし、「ポイント」も従来よりも多くつくみたいです。
又、外出する必要が無いので、時間を有効に利用できます。

２）銀行取引・・・・インターネットバンキングの活用
この頃多くの銀行で、インターネットでの銀行取引を紹介するようになりました
が、時刻に関係なくいつでも取引でき、手数料も安くなり便利です。

「残高・入出金確認」「振込」「振替」等を家に居て操作出来ます。
自分の取引銀行（郵貯銀行も）で「ＰＣバンク」（各銀行で名称は違いますが・・）
の申込をして自分のパソコンに登録すれば、ＯＫ！です。
わざわざ外出して、「ＡＴＭ］を探し等の苦労は無くなります。

ご参考までに（川原追加）
（静岡銀行の WebWallet の場合：各銀行似たような内容になっています）

WebWallet の便利な使い方

１）インターネットからいつでもどこでもお取引

ATM の場合：銀行が営業している時間帯に行って、ATM に並んで
手続きをしなければなりません。

２）さまざまな手数料がおトク
振込料等がかなり安くなります。

ATM の場合：夜間、休日、引出、振込等に高い手数料を支払う必要有り。

３）資金運用も簡単にはじめられます。
外貨預金等

４）最新のセキュリティ体制だから安心

５）窓口に行かずにさまざまなお取引が可能
円貨、外貨預金のお預け入れ、払い出し、残高照会やお振り込み、
住所変更なども、インターネットから簡単にお手続き頂けます。

３－２ 私のインターネット活用方法 広報部会 米山保子
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ダイヤランドは、町中から離れているので、買い物などで何かと不便です。しかし
そのいくつかは、インターネットを使うことで解消できます。
ここでは、当地に住む皆さんにお勧めのインターネット活用術を紹介します。

１．［必要なもの］
インターネットと云えば、まずパソコンが必要であろうと思われる方も多いと
思います。そしてパソコンの類が苦手でこれまで、敬遠されてきた方もいるで
しょう。
そこで、お薦めしたいのは、［ｉＰａｄ］（アイパッド）というものです。
ＴＶコマーシャル等で、何となくご存じでは、ないかと思いますが、これは、
Ａ５サイズ位の板状の簡易パソコンです。
できることは、限られていますが、その分、操作も簡単です。
そして、これは、携帯電話のＡＵかソフトバンクの店で購入できます。
買い方も、携帯電話と殆ど変わりません。
「ｉＰａｄ」にもいくつか種類があるのですが、ここは、是非一番高い「レティナ
ディスプレイ」という機種をお薦めします。
これは、他のものより画面の表示がきめ細かく綺麗なのです。これは、見やすさの
上で非常に重要なことです。

２．［インターネットでできること］

１）ホームページを見る
インターネットと云えば、まずはホームページでしょう。
「ダイヤランド区民の会」ホームページは、「ｉＰａｄ］等でも見やすいように
設計していますので是非ご覧下さい。

２）ネットでショッピングをする
ネットショッピングというと、何か危ない印象の方もいらっしゃるでしょう。
確かに、むやみやたらと利用することは危険です。
しかし、信頼できるところで、買い物をする分には、特別心配はいりません。
有名な「amazon]というネットショップは、お薦めです。
ネットショップで普通に本を買うのも良いのですが、これからは是非、電子書籍
というものにも挑戦して頂きたいと思います。
雑誌や小説などをインターネットから購入し、ダウンロードしてすぐ読むことが
できます。
ご年配者には、電子書籍は読みにくい？・・・・いいえ、むしろ逆です。
文字を大きく拡大して表示することができますので、老眼にもやさしいのです。

３－３ ダイヤランド流インターネット活用術 広報部会 吉原英文

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）



- 17 -

３）映画を観る
わざわざ１３６号線の函南町／ツタヤまで、行かなくても、インターネットで
映画をレンタルして観ることができます。
当然、返しに行く手間もいりません。レンタル料金は、１本２００円～５００円
位です。

この他、インターネットや「ｉＰａｄ］でできることは、まだまだ沢山ありますが、
今回は、ダイヤランドにお住まいの方に特にお薦めの活用例を紹介しました。

左写真:福寿草

花弁は、光輝く黄色

綺麗です。

右写真：節分草

高さ５ｃｍ位

可愛い山野草です。

中央部は、紫

花弁は、白です。

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）
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現在のパソコン環境は、１９９０年代～２０００年前半の状態と比較するとかなり
安全になってきましたが、キーの押し間違い、設定間違い、好奇心のままにクリック
していくと、暴走したり、カーソルがフリーズしたり、有料サイトに誘導されて、
いろんなトラブルに巻き込まれることがありますので、注意が必要です。
そのためにも下記の対策が必要になります。

① パソコントラブルの相談医を持つ
② セキュリティ・ウイルス対策ソフトの導入

例：ウイルスバスタークラウド、ノートン等
③ 迷惑メール対策を装備しているプロバイダーを使用

例：迷惑メール振り分け設定等

１）インターネットで危険を避けるための最低限の知識

ここに書かれている内容は、下記のホームページに書かれている内容です。
ご興味のある方は、チェックしてみて下さい。

http://www12.big.or.jp/~meher/security.htm

一部を紹介させて頂きます。

はじめに

実社会でも、人に迷惑をかける人・悪意で人を陥れる人というのはいます。
インターネットの世界でも、そういう方は、当然います。悪い人ばかりでは
ありませんが、いい人ばかりでもないのです。
危険を避けるために、危ない場所には、近づかない、危なそうな人には近寄らない
道に落ちているものを食べない、等は誰でも行っていることです。
このページで言いたいことは、同じようにインターネットの世界でも個々が
気を付けて行動しましょう、ということです。

ただ、安全というのは、誰かが与えてくれるものではありません。自分で何が
危険なのか学び取って、それを避けるために注意するべきものです。
ここでは、「道に落ちているものを食べない」「赤信号の時に道を渡らない」
程度の話しかしていません。それ以上の事については、インターネットでの
危険を説いた本が出ていますし、またパソコン雑誌等でよく特集されています。
それらの事を自分で勉強して下さい。

この資料には、以下次のような項目で文章が構成されています。

・はじめに（上の内容です）
・パソコンやインターネットの知識を持とう
・パスワード扱いには気を付けて
・むやみにソフトをダウンロードしない。
・プラウザの安全のための設定
・こんなページは危険
・掲示板になんでも書くのは危険
・知らない人からのメールに注意
・ホームページに書いてあることを鵜呑みにしない
・ウイルスチェックソフトを入れましょう
・デマウイルスに惑わされるな
・クレジットカードは気を付けて使おう
・個人情報を流出させないために
・さいごに
・リンク

ご参考までに

３－４ インターネットで注意が必要なこと ・・・・広報部会 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）



- 19 -

１．第１０回定期総会について （総務部会長 中村圭一）

第１０回ダイヤランド区民の会「定期総会」開催のご案内
第１０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２４日（日） １３：３０ ～ １５：３０
２．場所 ダイヤランド・ホール
３．議題 平成２４年度活動報告・承認事項及び平成２５年度計画審議・決議事項

１）平成２４年度活動・会計監査報告
２）平成２５年度の会長（区長）選出及び新役員の承認
３）平成２５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。

２．平成２５年度［春のクリーン作戦］のお知らせ（環境美化・文化部会 奧田伸江）

平成２５年度［春のクリーン作戦］を下記の日時で予定しています。

予定日時 ５月２６日（日） ９：００ ～ １２：００

春のクリーン作戦は、ダイヤランドから通学している函南中学校生を含めた
合同のクリーン作戦です。せひ、ご参加ください。

プログラムの詳細は、５月になって、お知らせします。

４．お知らせコーナー

会報 ダイヤランド区民の会 第３５号（２０１３年）
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３．「野良猫を考える会」の活動報告（環境美化・文化部会 奧田伸江）

８月 ８日 ダイヤランドの夏祭りに出店 売上金 １，７００円

１０月１３日 ダイヤランドフリーマーケット出店 売上金 １８，５４０円

３月 ８日 谷下通りにて「ＮＰＯ動物ノード」による”野良猫”捕獲立ち会い
（去勢手術を実施するため）

３月 ９日 手術後の野良猫の確認と戻す作業への立ち会い

当日は、 オス ３匹、メス １匹 を捕獲

メスは、５匹の子供を身ごもっていました。

去勢後の猫は、耳の先をＶ字カットされていて、桜の花びらの様でした。

手術費用は、予防接種、ダニ処理等を含め ２６，７７５円でした。

内２万円を、上記売上より寄付致しました。

２５年度も、手術費用捻出のため、

フリーマーケットに出店する予定です。

御協力宜しくお願いします。

３月に入り、１０日が経過しました。１１日の早朝です。２０℃を超える暖かい日が
２日続きました。近年、３月上旬にこのような気温になることは、なかったとのこと
です。でも、１１日の今日からまた、寒くなるようです。
今年は、寒さが続いたので爪木崎の水仙、そして熱海の梅園、河津の桜も２週間位
遅れて咲いたようです。そして、このぽかぽか陽気。車のボンネットを見ると、
花粉と黄砂（ＰＭ２．５も含まれているかも？）と思われる黄緑色と黒いもので覆われ
ていました。ベランダも花粉等で滑るようです。春になったようですが、めじろは
見ても、ウグイスの声をまだ聴いていません。（3/11 7:20AM 初鳴き 聴けました）

今回も原稿が、ギリギリの状態で印刷屋さんに持参することになりそうですが、
徹夜して、なんとか間に合いそうです。よかった。

会報「ダイヤランド区民の会」 第３５号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重

２０１３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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