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季節のご挨拶
４月３０日、世界遺産委員会の文化遺産に

関する諮問機関であるイコモス(ICOMOS)
は、「富士山」を記載が適当と勧告しました。
本件は、６月１６日からプノンペンで開催
される第３７回世界遺産委員会で世界遺産
一覧表への記載可否が決定されます。
今後は、富士山文化を維持しつつ、環境が
汚されないような管理を進めて頂きたいと
思っています。

さて、今回の「区民の会」会報３６号は、
平成２５年度の区民の会の組織に関する事や
暮らしに関する情報をいち早くお知らせ
したいということで、発行することにしま
した。

また、ダイヤランド大学の講座も開講の
準備が整い始めたようで、少しずつですが
開講が始まりましたので、そのお知らせも
掲載しました。 撮影 ２０１３年 ５月 ４日
一方、この４月から丹那駐在所の駐在さんが 場所 モニュメント前
渡辺警部補から竹内巡査部長に替わられ
ました。これを機会に今まで個別に発行されていた「玄岳だより」は、ダイヤランド
区では、竹内巡査部長が原稿を区民の会に送付して頂けるようになり、より具体的な
防犯情報を区民の会の会員の方々へ提供できるものと期待しています。お楽しみに。
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１．第１０回定期総会の報告（３月２４日）

「ダイヤランド区民の会」第１０回定期総会が、３月２４日（日）１３：３０より、
ダイヤランドホールで開催されました。「ダイヤランド区民の会」の規約において

総会は、正会員の１／２以上（委任状を含む）であれば、成立することになっています。
中村会長（総務部会長兼任）が、現在の正会員数は、７８９世帯、３９５世帯以上で
あれば成立する事になるという説明の後、委任状が４３８世帯あり、出席者８０世帯、
合わせて５１８世帯となり、本会が成立することを告げました。

開始後も出席者が増え、椅子が不足するような状態になりました。関心を持って
頂いているようで、本当に嬉しい限りです。

総会は、開会宣言の後、議長に５地区班長の一條宏さんが選出され、議事に入りま
した。議事は、中村圭一会長の総括でスタートし、各部会の活動報告（個別に記載）
及び、会計・監査報告が有り、いずれも拍手多数で、承認されました。続いて平成２５
年度の会長選任と各役員の承認と紹介、そして活動方針、続いて予算案と議事は進み
ました。この審議・決議事項も、出席者の不明点を役員がわかる限り説明しながら納得
して頂き、一応問題無く承認されました。

１．開会
２．議長選出
３．議事 ３．１ 報告・承認事項

① 平成２４年度活動報告
② 平成２４年度会計（決算）監査報告

３．２ 審議・決議事項
① 平成２５年度の「会長」選任及び新役員の承認と紹介
② 平成２５年度活動方針
③ 平成２５年度予算

４．その他
５．閉会

一條さんの議事進行は、質問があっても、この場で審議できる内容かどうかを客観的に
判断をされながら、丁寧に対応され、一連の議題を大きな問題なく進行され、終了しま
した。 お疲れ様でした。

「区民の会」設立以来９年となりました。「より住み良いダイヤランド」の実現を
目指して、役員・地区幹事・班長及び部会委員各位と共に活動を行って参りました。
ダイヤランドも、開発以来、４０年が経ち、開発当初よりも、環境も住む人々も替わり
変換期にあり、今後とも、より良い環境を目指して、努力していきたい。

１．行政（函南町）への対応
本年度も、函南町行政は、東駿河湾環状道路、取付道路建設、知恵の和館（図書館
・子育て支援センター）建設、総合運動公園と大型案件が進行中であり、他方財政
面では、政権交代もあり、厳しい状況にあることに変わりは無い。このような中で、
区からの要望の実施は、なかなか難しいものがあるが、引き続き根気よく折衝して
いきたい。

他方、函南町としては、東駿河湾環状道路の開通という環境の大変革を、町の
活性化に繋げたいといろいろ検討を進めているところです。（なかなか良案は、
出来ていないように見えます。）
ダイヤランド発の「函南町の土地・風土」を活かした計画提案ができないか？
「函南すいか」だけでなく、新しい名産づくり出来ないか・・考えてみませんか？
＜道の駅・川の駅＞の設置計画もあります。
（伊豆中央道と東駿河湾環状道路との接合点に）
これも、ひとつの発信基地として活用できないかと考えています。
皆さん、せひ知恵と情熱を貸してください。お待ちしています。

１－１定期総会概況 ・・・・・・広報部会 川原 徳重

１－２議事
会長総括 ・・・・・・会長 中村 圭一
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過日（昨年７月）函南町区長会で、福島県の津波被災地（塩屋崎附近）を訪れ
る機会があり、被災地を目の当たりにし、自然の猛威の恐ろしさを目の前に突き
つけられ、改めてその凄まじさを痛感させられた思いでした。海岸沿いに民宿を
営んでいた方など約二百数十軒、在ったといわれる住居は、土台部分を残して、
跡形もなく消え去っていました。残されたものは、中学校跡の校庭や空き地だった
と思われる所に、山積みされた瓦礫のみ・・・人も見えない。
震災から、もう２年が経ちますが、マスコミ報道を見ていても、一向に復興が進ま
ないとも云われるのが、もどかしさと共に気がかりに感じているのは、私一人だけ
ではないと思います。
何かお手伝いできる事は、無いのでしょうか？
皆さん、考えてみてください。（会長の独り言）

２．管理会社への対応
本年度より、新管理契約での環境整備サービスのスタートの年となりました。
新しい管理契約に基づき、管理会社と契約者代表による「環境整備事業運営委員会」
が発足しました。
より良い住環境となるよう、今後も管理会社との協議を継続していきます。
折角（環境整備費を支払いうことによる）提供される環境整備サービスですから、
人任せにせず、もっと関心を持って、見ていきたいと思っています。
皆さんも、ぜひ関心を持って下さい。

１．防災訓練の実施
１）地区別防災訓練（８月２６日）

各地区（１０地区）毎に、それぞれの地区に合わせて、訓練内容を決めて
実施しました。災害時には、地域の皆さんが顔見知りになっていることが、
安否確認・集合生活等で、大変大切な事とも云われておりますので、今後とも
多数の皆さんが参加されることを願っています。

２）地域総合防災訓練（１２月９日）・・・・１６０名以上の参加者あり。
地域総合訓練として、各地区ごとに集合後、本部会場に集合、体験訓練及び
勉強会（講演）を実施しました。
［体験訓練］

①救急救護訓練・・・三角巾による応急手当
②炊き出し訓練・・・フライパン、鍋等を利用した炊飯訓練

［勉強会（講演会）］
演題：「来るべき東南海・東海地震に備えて！」
講師：函南町 総務課長補佐／防災監 佐野章夫氏

注記：当日は、強風のため、大変でしたが、多数の皆さんに参加頂き、感謝します。

２．防災アンケートの実施
防災アンケートを実施し、①各地区別防災組織の編成

②防災時の班別名簿
③災害時要支援家庭登録、等の編成・作成を行う。

３．消防・防災施設の整備
函南町よりの補助金（総額の７０％を補助される）受け入れ事業

（総額 ￥２，９５６，９０５－）
①消火栓新設（１カ所）
②ホース格納庫新設及び更新（２０箇所うち新設１箇所）
③ホース増設（増設分 １４本／新設分 ４本 計１８本）等

平成２５年度 消防施設整備費補助金要望計画
①消火ホース増設 ２５本（総額 ￥６３０，０００ 総額の７０％が補助金）

現在消火栓１箇所に対し、ホース４本 ⇒ ５本に増設・・・４年計画
②防火水槽新設［細沢台＃１３－１９０付近］（全額 静岡県及び函南町負担）

１－３部会活動報告
自主防災会 ・・・・・・・・ 会長 西 村 明 男
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４．函南町ほか主催の防災行事への参加（主なもの）
①水防訓練（肥田グランド）
②日守地区土砂災害避難訓練
③防災フェア
④防災セミナー

土砂災害訓練については、今後ダイヤランドでも考えたいと思っています。

１．施設整備・土木建設工事関係
１）土木建設工事

・Ｈ２４年度申請・・・８件（うち実施：１件（#35-321 付近 Ｕ字溝蓋）
・Ｈ２５年度申請・・・ ５件（含む ２３年度分 ３件

(H24.11.15 申請) ２４年度分 ２件）
３件（住民サービス工事扱いとして申請）

２）防犯灯設置
・Ｈ２４年度申請・・・１４灯（内設置 １灯(#55-323 付近)
・Ｈ２５年度申請・・・ ７灯（含む２３年度分 １灯＋２４年度分３灯）

(H24.11.15 申請)

３）交通安全施設
・Ｈ２４年度申請・・・１６件（内実施：１件(#23-176 付近)
・Ｈ２５年度申請・・・１６件（内訳 下記通り）

(H24.7.25 申請)

年度区分 施設名 合計７件 規制標示 合計９件

Ｈ２３年度分 カーブミラー １件（新） 一時停止線（新設） １件
停止線引き直し １件

Ｈ２４年度分 カードレール １件（新） 速度標示 １件
カーブミラー ４件（新） 停止線引き直し ３件

Ｈ２５年度 カーブミラー調整１件 横断歩道新設 １件
ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ引き直し １件
交差点ｾﾝﾀｰ標示 １件

４）横断溝・側溝の清掃作業 ３件（H24.6.15 締め切り）
本年度より、管理会社と話し合い、新たに実施した工事です。
雨期における排水路の流れの改善を図る為に、実施しました。
本年度も実施を予定しています。

２．防犯パトロール活動（隊員２０名）
１）犯罪発生の抑制を期待し、隊員による継続的な防犯パトロールを実施。
２）定例連絡会の開催（年４回 ６月、９月、１２月、３月の第２水曜日）

三島警察丹那駐在・管理会社職員を交えて管内での犯罪発生状況等情報交換
３）本年度は、下記のような被害がありました。

①貴金属の買取を執拗に強要
②やってもいない庭仕事を口実に、お金を要求
③外国コインや未公開株への投資勧誘など、

最近は、いろいろな手口のものが、出て来ているので、十分に注意してください。

３．県交通安全週間の街頭広報活動への参加
（４／６，７／１１，９／２１，１２／１４の年４回実施）
・早朝（午前７時１０分）会長、部会委員と共に、役場玄関前に集合。

その後、ダイヤランド第一警備室前にて街頭広報活動を行った。
期間中、”交通安全のぼり”を立て、交通安全意識の啓蒙に努めた。

１－３部会活動報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 郷 千恵子
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１．環境美化活動（部会員 川原徳重、花上裕子、荒井宰子）
・管理会社と連携のもと、ゴミステーション内の落ち葉、乾電池、粗大ゴミの処理、

場内清掃。
・暗く陰鬱なゴミステーション周りの樹木の伐採等、ゴミステーションを明るく

綺麗にすることが出来ました。
・また、エコキャップも一部は、ビニール袋に入れられ、きれいなまま回収する

ことが出来ました。ご協力ありがとうございました。

２．文化活動（部会員 岡根千恵子、馬籠真弓）
・住民同士の親睦を深める活動としての「函南町タウンウオッチング」は、２回目

を実施。新たに参加下さった方もありました。
・音楽発表会は、ダイヤランド在住の方々による演奏。聴いて下さる方々の協力

の協力のもと、楽しく催すことができました。

３．活動概要

月日 イベント名 概要 備考

５月 春の ・函南中学生とのゴミステーション 函南中学校
２７日 クリーン作戦 観察、ゴミ拾い。 管理会社
（日） ・中学生によるレクレーション 環境美化文化部

・勉強会／ビデオ上映
「合成洗剤と水質汚染」

１１月 函南町 ・狩野川東部浄化センター 函南町役場
１日 タウン ・ごみ焼却場／リサイクルプラザ 企画財政課

（木） ウオッチング 環境美化文化部

１１月 秋の ・各自使用ゴミステーションでの点検 生活ｸﾗﾌﾞ生協
１８日 クリーン作戦 清掃 石鹸ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ
（日） ・生活排水の注意点の復習 環境美化文化部

・勉強会「せっけんで美しく」実習等

１２月 アマチュア ・子供達のピアノ、声楽、フルート 環境美化文化部
１日 音楽家 ヴィオラとチェロ、しの笛、

（土） のための コーラス
音楽会

４．「野良猫を考える会」報告（部会員 服部エミ、花上裕子、志波真理子）
年度末に「ＮＰＯ動物ノート」にお願いし、谷下通りの「のら猫」を数匹捕獲し

去勢・避妊手術をすることができました。夏祭り、秋のフリーマーケット売上を
費用の一部として、寄付致しました。

月日 イベント名 概要 備考

８月 ダイヤランド ・子供向けに、無添加で安全な食品の 管理会社
１２日 夏祭り 販売 環境美化文化部
（日）

１０月 ダイヤランド ・ダイヤランド・ホール屋上にて有志 管理会社
１３日 秋のﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ による献品の販売 環境美化文化部
（土）

１－３部会活動報告
環境美化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田 伸江

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）



- 6 -

１．会報発行の目的（発行者の想い）
１）正会員のどなたでも、区民の会の活動に参加（班長、部会委員等）して頂ける

ように公平なダイヤランドの情報と思われるものを提供してゆきたいと思って
います。

２）区民の会に入会されている常住者の方々（若い方も、熟年者の方にも）へ必要
と思われる情報を幅広く提供してゆきたいと思っています。

３）会員の皆様から「お知らせしたい事」や「知っておいて頂きたい事」等の情報
を提供して頂き、それを会報に掲載することによって会員同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
を計りたいと思っています。

４）ダイヤランド在住（別荘の方も含め）の方には、色々な専門知識や特技を
お持ちの方が、多く住んでおられるようです。
そのような方の中で、定住者の方達と一緒に勉強したい、指導しても良い
と思われている方の後方支援を、今後してゆきたいと思っています。

２．平成２４年度の活動報告

号数 発行日 掲載項目 頁数 注記

３２号 24/06/15 ①第９回定期総会報告 ２４
②平成２４年度第１回定例会報告
③区民の会の組織、年間会議・行事予定
④自主防災会のアンケート結果報告
⑤お知らせ

３３号 24/08/15 ①平成２４年度第２回定例会報告 ２０
②管理会社関連報告
③自主防災会について
④お知らせ

３４号 24/11/15 ①平成２４年度第３回定例会報告 ２０
②管理会社関連報告
③自主防災会の組織について
④お知らせ

３５号 25/03/15 ①平成２４年度第４回定例会報告 ２０
②管理会社関連報告
③ダイヤランド地区でのＰＣ／インターネット

の活用例、等

２．「ダイヤランド区民の会」ホームページの運営
１）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準備
各講座を開講できる講義室の募集を開始。
駐車場等も考慮。

１）平成２３年度より、従来の費用毎の経費管理から、部会毎の支出管理に変更し
実行しています。

２）月度単位で、予算・実績の管理を行い、９月中間期の定例会にて報告しました。
３）平成２４年度決算書は、［資料－１］の通りです。

１－３部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 河野 功二

１－３部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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１）総会・各会議（役員会・幹事会・定例会ほか）の事務局業務
［会議開催に伴う会場／資料準備／開催通知連絡、等］

２）会員名簿の管理（正会員／準会員／賛助会員含む）
期首区民の会会員数 ７９８世帯
現在の区民の会会員数 ８０７世帯

３）各班長への配布部数（全戸配布）の管理及び行政への連絡・届け出事務。
４）区民の会の配布物（会報等全戸配布物）の各班別仕分け及び地区別配布
５）区民の会「掲示板」掲示資料の仕分け及び地区別担当幹事への配布

１．函南町他行政関係
各部会よりの要望事項を含めて、実現に向けて、関係各部署へ密に働きかけ、要望
実現に努力する。

１）ヘリポートの整備について
ダイヤランド地内のヘリポート（ドクター・ヘリ及び災害時緊急ヘリ用として）

について、かねてより懸案となっていたが、平成２４年１１月中旬に、関係部署
（函南町総務課、田方消防本部、順天堂病院ヘリ運行室）の方に、現地を調査して
頂き、改善・整備事項（要望を含む）が報告されましたので、指摘された事項の
改善・整備を今後（Ｈ２５年度以降）管理会社と話し合いの上、進めていきたい。

①ドクターヘリ用のヘリポート（梅公園ドックランの東側で少し低くなっている所）
・２方向の進入路の確保（北側よりの一方向）

西側のドッグランとの間の樹木を伐採し、北側と西側の２方向の進入路を
確保する。

・発着地の排水溝附近の段差解消が望ましい。
今後、具体的な整備条件を確認の上、対処したい。

②災害時救助用ヘリの発着ヘリポート
・場所・・・「管理事務所西側のテニスコート」
・広さ・・・問題ない
・２方向の進入路確保（現状は、北側一方）

西側の立木の枝の伐採処理が必要（場合により、立木伐採が必要か？）
・フェンス及びセンターポール・・・災害時、必要に応じ、カッターなどで

切断することになる。
・緊急車両の進入ルートの確保・・・東側（社員駐車場裏）より、ルート確保
・コート内の飛散物等の処理 ・・・災害使用時に、清掃等対処する。
今後、管理会社と打ち合わせ、具体的に対応を進めたい。

２．管理会社関係
１）環境管理サービスの実施状況について

毎月、管理会社と定例連絡会（特別委員会）を開催し、環境整備の実施状況・
工事等の進捗状況を確認すると共に、皆さんからの投書・幹事会や定例会での
要望・クレーム等も含めて、提案事項を協議し、実施できる事項より、随時
実行している。

３．「環境整備事業運営委員会」について
本年度より、新しくスタートした委員会（新管理契約により発足）で、契約者の

立場より［環境整備事業］が、適正に行われているかを、管理会社側と協議して
います。
本年度は、初年度ですが、まず第１番の問題としてレストラン「森の里」の運営
（赤字解消）について話し合いを進めてきました。
平成２５年度中には、運営の方向性を出したいと考えております。
皆さんのご意見を伺うことになると思いますので、その時は、忌憚のないご意見を
お聞かせ願います。

１－３部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 中村 圭一

１－３部会活動報告
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３６号（２０１３年）



- 8 -

仲田さんが体調の問題手出席できず、中村会長が代わって報告。
精査は、中村会長、河野会計責任者立ち会いの上、仲田監査人が、精査しました。
そして、適正に処理されていることを確認されたということです。
平成２４年度会計（決算）報告書とその監査報告書を資料－１に示します。

１－４平成２４年度会計（決算）及び監査報告 ・・・ 監査人 仲田 恭敏
代理報告 中村 圭一

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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平成２５年度の「ダイヤランド区民の会」の関連資料

１）「区民の会」という定住者の自治会の必要性について・・・・第３２号を参照

２）「区民の会」の平成２５年度の組織図 ・・・・資料－２参照

３）「区民の会」本部の平成２５年度の組織表 ・・・・資料－３参照

４）「区民の会」地区の平成２５年度の組織表 ・・・・資料－４－１，２
・２地区向山１，２，３，４班の幹事及び

３，４班の班長がまだ決まっていません。
配布物及び連絡が滞ることになる可能性が有ります。

５）「区民の会」の最新規約 ・・・・第３２号会報参考

６）「区民の会」年間会議・行事予定表 ・・・・資料－６参照

資料－２ 「ダイヤランド区民の会」平成２５年度組織図

２．平成２５年度の審議決議事項

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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資料－３ 平成２５年度本部組織表
会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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平成１６年４月に「ダイヤランド区民の会」が発足して、本年は丁度１０年目を迎え
節目の年となりました。設立当初からの目標指針である「より住み良いダイヤランド」
の実現のために、努力されてきた諸先輩に感謝すると共に、今後も弛まず、目標実現に
向かって努力していきたいと思っています。

また、東海・東南海地震の発生も懸念される中で、発災時、地域としての対応も考慮
しながら、準備を進めていきたいと考えます。
皆さんも、それぞれのご家庭で、震災へ備えて準備を怠らないようにお願いします。

「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物件に力を注ぎます。

①組織体制の再構築（特に本部組織編成）
②防災害対策設備の充実
③防災訓練の充実（地震発災に備えての訓練）等

東海・東南海地震を考慮しながら、ソフト＆ハードの両面からの充実を図っていく。

１）より良い住環境の維持管理
①道路の整備補修、防犯灯の新設・整備
②横断溝・側溝の清掃作業（管理会社に依頼）
③犯罪の抑止を目指し、防犯パトロールの継続実施

２）交通安全の推進
①交通安全諸設備の整備（カーブミラー・ガードレール・標識の検証敷設）
②交通安全ルールを守る運動への参加・啓蒙活動

１）環境美化活動 （部会員：川原徳重、花上裕子、古河恵子）
①不法投棄によるゴミステーションの荒廃を防ぐべく、管理会社と連携して

活動する。
②エコキャップ回収業務の継続
③ごみ減量と共に、「世界の子供に、ワクチンを！！」の想いを持って活動
④エコキャップを出される時は、軽く水洗いし、ビニール袋に入れて出して

頂けると大変助かります。

２）文化活動 （部会員：関根千恵子、馬籠真弓）
住民同士の親睦を深める活動も継続していきます。大勢の皆さんの参加を、
お待ちしています。一緒に活動をして下さる方を募っています。

［コラム１］

５月２２日、２３日は、土星観測の好機とのことです。
土星とその少し西に見える１等星のスピカの間を、満月が通過する様子を楽しめる
そうです。
月光天文台で、資料を取りそろえて見て下さい。

２－５平成２５年度活動方針
基本方針 ・・・会長 中村 圭一

２－６平成２５年度各部会活動方針
環境美化・文化部会 ・・・ 部会長 奧田 伸江

２－６平成２５年度各部会活動方針
自主防災会 ・・・会長 丸山 正行

２－６平成２５年度各部会活動方針
環境整備・交通安全部会 ・・・部会長 藤田 宗久

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）



- 15 -

予定活動は下記の通りです。

開催日 イベント名 概要 主催／共催

５／２６ 春のクリーン作戦 ・ダイヤランド在住の中学生、 函南中学校
日 管理会社職員及び住民による 環境美化文化部

清掃活動 管理会社
・中学生によるレクレーション
・勉強会

「ダイヤランドの野良猫事情」

９／２７ 函南町タウン ・柏谷公園／柏谷横穴群 函南町役場
金 ウオッチング ・かんなみ仏の里美術館 企画財政課

環境美化文化部

１１／１７ 秋のクリーン作戦 ・清掃活動 環境美化文化部
日 ・勉強会 演題未定

３／１６ サークル発表会 ・ダイヤランド内サークル 環境美化文化部
日 ＆音楽会 発表会

・有志音楽家による演奏

３）「野良猫を考える会」（部会員：服部エミ、花上裕子、志波真理子）
今年度も春・秋のフリーマーケットに参加し、去勢・避妊手術の費用を蓄えます。

皆様の献品をお願いします．一緒に活動して下さる方募っています。

開催日 イベント名 概要 主催／共催

５／１１ 第１３回 ・ダイヤランドホール屋上にて 管理会社
土 フリーマーケット 献品の販売

１０／？ 第１４回 ・ダイヤランドホール屋上にて 管理会社
フリーマーケット 献品の販売

注記：開催予定日は、変更になる場合があります。

１．会報の発行
原則として、定例会が開催された翌月の１５日に、会報を発行する予定です。
内容は、①定例会の報告、②管理会社関連報告、③特集記事、④お知らせ
必要に応じて、特集を組む予定もあり。

２．「ダイヤランド区民の会」ホームページの運営
下記のもので、依頼があったものは、随時掲載する予定です。
①区民の会会報に間に合わなかった急ぐお知らせやイベントの内容
②会報に掲載したが、変更や修正があったもの
③会報に掲載したが、もっと内容を詳しくお知らせしたいもの
④各種ご意見

３．ダイヤランド大学の活動準備
・開講予定講座

開講の準備ができたものから、順次開講を予定しています。
吉原さんによる「パソコン教室」、米山さんによる「お茶講座」等

・教室の募集
会員さんのご自宅で「授業場所」として使用させて頂けるような部屋をお持ちの
方を募集しています。ご協力をお願いします。

２－６平成２５年度各部会活動方針
広報部会 ・・・部会長 川原 德重

会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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１）基本的には、平成２４年度の会計制度を引き継ぐ。
２）月度単位で、予算実績管理を行う。

平成２５年度の予算書は、資料－７に示します。
３）適正な出納及び予算実績の管理に努めると共に、実績管理状況については、適宜

役員会及び定例会にて報告する。

担当して頂ける方が選出されるまでは、中村が代行させて頂きます。
でも、事務局は、継続して斉藤哲男さんに協力して頂きます。
総務部会の業務は、次の通りです。

１）総会・各会議（役員会・幹事会・定例会・他）の事務局
２）会員名簿の管理（自主防災関連を含む）
３）各戸配布用配布物を各班長へ配布、及び部数の管理・行政への報告事務
４）全戸配布物の仕分け及び地区別配布。

１．函南町他行政関係
１）各部会よりの要望事項の実現に側面より支援します。
２）生活基盤並びに防災害対策を考慮し、「自主防災会」と連動し、発災時に

備え、施設整備づくりを進める。

２．管理会社関係
１）環境管理サービスの実施状況について

・毎月開催の定例連絡会議を通じ、環境管理サービスの実施状況の確認と
改善に繋げたい。

２）「環境整備事業運営委員会」について
・平成２４年４月よりスタートした「環境整備事業運営委員会」も２年目と

なり、方向性を定め、重要な事案を採り上げ、討議に入りたい。

［コラム２］水路整備

伊豆函南セントラル病院上にある水路は、ダム
のように落下しており、大雨の時は、周りの
土砂を削っていました。

今回、その水路をコンクリートで固める工事が
管理会社にて実施され、大雨が降っても周りの
土砂を削ることなく大量の水を流すことが
できるようになりました。

ダイヤランドには、このようなところが、道路
を含め、多くあり、今後もこのような工事が
必要と思われます。これは、町ではできない
工事です。環境整備費で実施されます。

２－６平成２５年度各部会の活動方針
会計 ・・・・・ 責任者 古河 恵子

２－６平成２５年度各部会の活動方針
総務部会 ・・・部会長 中村 圭一（兼務）

２－６平成２５年度各部会活動方針
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３６号（２０１３年）
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資料－７ 平成２５年度「ダイヤランド区民の会」予算書
会報 ダイヤランド区民の会 第３６号（２０１３年）
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３－１函南町の廃棄物処理について
４月２４日（水）１９：４５より、函南町役場の２階の大会議室で、函南町
廃棄物減量等推進員及び美化指導員の会議がありました。
その時、渡された資料の中にゴミステーション（ダイヤランド区分）の所有者
の資料がありましたので、その概要をお知らせします。
また、４月１日より「小型家電リサイクル法」が施行されることになっています
が、函南町では、どのような対応をされるのか・・・という質問をしました。
これらの回答は、「広報 かんなみ」の６月号でお知らせするとのことですので
それまで、お待ち下さい。

３－２ダイヤランド区の各ゴミステーションの土地所有者情報

GS No 所有者 GS No 所有者

０ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株) ２０ 官地／函南町

１ 同上 ２１ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株)

２ 民地／個人 ２２ 同上

３ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株) ２３ 同上

５ 民地／個人 ２４ 同上

６ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株) ２８ 同上

７ 同上 ２９ 同上

８ 同上 ３０ 同上

１１ 同上 ３１ 同上

１３ 同上 ３２ 同上

１４ 同上 ３３ 同上

１５ 同上 ３４ 官地／函南町

１６ 民地／ニッセイ通商(株) ３５ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株)

１７ 民地／(株)富士箱根ｶﾝﾄﾘｰ ３７ 記載無し

１８ 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株) ﾍﾞﾗﾋﾞｽﾀ 民地／(株)ｴｯｸｽ都市研究所

集積所 民地／南箱根ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ(株)

資料提供：函南町／環境衛生課調査

コメント：ダイヤランドのゴミステーションは、（Ｎｏ．２０）と（Ｎｏ．３４）の
２箇所のみ函南町の所有地となっています。
そのため、環境整備費を支払っておられない方は、この２箇所でしか、ごみ
が置けないことになります。

ダイヤランドでの文化活動の１つとして、ダイヤランド大学という構想の下、講座の
開講を進めていますが、開講の応募をして頂いた中で、櫻井靖子さんが指導されて
います、藍染めの「藍工房 やす」では、既に自宅の工房で活動をされていますが、
私の活動不足で、その後の講座がなかなか開講に至りませんでしたが、ようやく
少しづつ開講の予定がでて来るようになりました。
その講座をここで紹介させて頂きます。

講座の紹介文の内容は、関係者の方によるものです。

３．函南町の廃棄物処理について ・・・・ 函南町環境美化指導員 川原徳重

４．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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１．講座名 ダイヤランド 音頭同好会 ・・・紹介者 一條宏

ダイヤランド音頭同好会が発足しました。その概要をお知らせします。
４月３０日に開催した発足式（説明会）は、連休と重なり、雨天にも関わらず
多数の方が、参加され、発起人による内容説明、参加者自己紹介の後、和やかな
意見交換が交わされ、５月３日（金）よりスタートする事が決まりました。

目的 ： 音頭を通じ健康維持と会員相互の親睦をはかる。
指導者： 千葉カヨさん

活動 ： 月２回（第１・第３ 金曜） １３：３０～１５：００
場所 ： ダイヤランドホール

概要 ： ・指導者によるダイヤランド音頭ほか馴染みの各種音頭の習得
・コミュニティーへの参加（ダイヤランド夏祭り等）

会費 ： 入会金 ５００円
月額会費 １，０００円（会場費含む）

入会申込方法
１）電話による申込先

・一條 宏 電話 ９７４－２６５１
・千葉 武 電話 ９７４－４８２２

２）「音頭同好会入会申込書」に記入し
「区民の会投書箱」（管理センター内）に
投函下さい。

同好会員の声 音頭を始めてみませんか。私も音頭は初めての体験なの。
日本の伝統芸能に触れる思い！！ ちょっとおおげさかな。
みんなでだべって、踊って楽しい時間を送りませんか？
お待ちしていま～す。

２．講座名 パソコン教室「ｉＰａｄ講座」（入門コース）
目的 ： 実際にｉＰａｄを使ってインターネットを見る、投稿する、遊ぶ。
指導者： 吉原英文さん

会場 ： 森の里
開講日： ６月 ２日（日） １３：００から１，２時間程度

６月１６日（日） 同上
６月３０日（日） 同上

受講対象者 ｉＰａｄやインターネットに興味のある方
事前知識は不要です。どなたでも歓迎します。

入会申込 電話での申し込み 電話 ９７４－１６７８（吉原英文さん）

会費 授業料 １回 ５００円（１回のみの参加も可）
飲食は、各自負担

注記 受講定員は設けていませんが、もし万が一、予想以上に受講者が
多くなった場合は、受講日時を増やして対応します。
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３．講座名 天文学（仮称） 星は生活にどのように影響するか
この講座開講案内は、会報３７号（６月１５日発行）に詳細を記載する予定です。
ここでは、予告編とします。

目的 ： 太陽や月、そして数々の星が、地球に生活している私達にどのような
影響を及ぼすかを詳しく楽しくお話しします。

指導者 ： 石井 久さん（国立天文台での勤務経験有り）

会場 ： 月光天文台／セミナールーム

開始時期 ： 今年の７月位から

費用 ： 次回おしらせします。

申込方法 ： 次回お知らせします。

備考 ： １）セミナールームは、本館３階にあり、全て階段です。
ご承知下さい。

２）月光天文台には、各種資材があるため、いろんなオプションが
付くかもしれません。お楽しみに。

１．ダイヤランド環境美化運動「春のクリーン作戦」 環境美化文化部会

この催しは、函南中学校生徒の地域奉仕活動の一環としての企画です。

開催日 平成２５年 ５月 ２６日（日） ９：００ ～ １１：３０

集合場所 ダイヤランドホール前 駐車場

参加者 ・函南中学生と保護者
・区民の会／会員
・管理会社／職員

持ち物 ①軍手、②タオル、等

プログラム ９：００ 開会挨拶 （中村会長）
清掃活動 １）ごみ袋とトング受取

２）４つのグループに分かれる
（当日発表）

３）４コースでのごみ拾いと
ゴミステーションの点検及び清掃

１０：００ ダイヤランドホールに集合
各グループの報告

１０：２０ 中学生によるレクレーション
１１：００ 勉強会「ダイヤランドの野良猫事情」
１１：３０ 終了

注記：雨天の場合は、１０：００からのプログラムに
なります。

５．ダイヤランドイベントコーナー
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１．「開運！なんでも鑑定団」 ｉｎ 函南（仮称）出張鑑定大会開催予定
函南町５０周年記念事業のイベントとして、人気番組の「開運！なんでも

鑑定団」出張鑑定大会が、９月２９日(日） 函南町中央公民館で開催される
予定です。
お宝や観覧の募集は、これからお知らせしてゆきます。家の中に眠っているお宝
を探して、楽しみにお待ち下さい。

問い合わせ先 函南町役場／企画財政課 ９７９－８１０１

備考：広報かんなみ 平成２５年３月号 （５６１号）に掲載

２．酪農王国オラッチェ／レストラン・・・リニューアルオープン
酪農王国オラッチェのレストランが、４月２０日よりリニューアルオープン
しました。

開店時間 １１：００ ～ １５：００
最終オーダー １４：３０
ご興味ある方は、ホームページにメニュー等が、記載されていますので、
見て下さい。

ハートマークがある
”きずな”ちゃん（公募名）
オラッチェのマスコットです。

平成２５年度の丹那小学校への新入生は、１１名でした。
そのうちダイヤランド区からの新入生は、下記の２人です。

１）岩谷 清香（いわたに さやか）さん

２）蛭沼 世凪（ひるぬま せな） さん

おめでとうございます。

ダイヤランドですくすく元気に過ごせるように温かい目で
見守っていきたいですね。
あいさつ運動もしてゆきたいですね。

６．お知らせコーナー

７．入学おめでとう ・・・中村会長が出席された入学式式次第から
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１．ご挨拶
新緑のみぎり、皆様にはいよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、丹那駐在所は、人事異動により４月から警察官が替わりました。前任の
渡辺同様、皆様の協力を頂きながら警察活動に力を入れていきたいと思っています
ので、宜しくお願い申し上げます。

２．駐在所と交番(函南交番等）の違いについて？
事務所と官舎が併設されていて、警察官が居住している施設の事を駐在所と呼び
ます。勤務は、日勤勤務です。
交番は、静岡県の場合、２４時間勤務を１当直として３交替制で警察官が勤務する
詰所のことをいいます。

ここには、警察官は居住していませんが、２４時間事件事故の対応をしています。

３．丹那駐在所の管轄
現在、丹那駐在所の管轄は、下記の地域です。
・函南町平井の一部

（南箱根ダイヤランド、エメラルドタウン、細沢、六本松、鬢の沢）
・函南町桑原の一部

（奴田場、茨が平、国見峠、十国峠、熱海峠）
・軽井沢、丹那、畑、田代

４．事件や交通事故が起きてしまった時の対処方法
１）避難する

・犯人が、近くにいる場合は、まずは安全な場所に避難しましょう。
・交通事故の場合は、車両が通行する道路から歩道へ移動する等して、２次

被害に遭わないようにしましょう。
２）通報する。

・自分の安全が確保できたら、［１１０番］に通報してください。

５．丹那駐在所管内の夜間における対応
丹那駐在所は日勤勤務になっていますので、夜間の事件・事故の対応は、三島警察
署当直勤務員の対応になります。

夜間に事件・事故・相談等がある場合には、

電話 ０５５－９８１－０１１０ 三島警察署
まで、連絡してください。

至急の場合は、 １１０番 通報してください。

６．丹那駐在所管内の事件情報
１）平成２４年中の刑法犯認知（発生）状況 （平成２４年 １月～１２月）

①窃盗犯 ・・・・ ２３件
・侵入窃盗・・・空き巣 ２件／病院荒し １件／その他 １件
・非侵入窃盗・・オートバイ盜 １件／車上ねらい ２件／万引き ２件

自販機狙い ３件／その他 １２件
②その他 ・・・・ ４件

２）平成２５年中の刑法犯認知（発生）状況 （平成２５年 １月～４月）
①窃盗犯 ・・・・１件

・非侵入窃盗・・自動車盜 １件（施錠有り、盗難防止装置無し）

８．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢

三島警察署丹那駐在所
電話 ０５５－９７４－１４８０
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３）振り込め詐欺情報
三島警察署管内において、年金受給日前に警察官を名乗る者からの電話が
相次いでありました。

内容は、次の通りです。
静岡県警本部の者です。
あなた名義の架空口座が犯罪に使われている。
あなたの本物の口座の番号を教えて欲しい。
暗証番号も教えて下さい。

警察では、上記のような電話や、キャッシュカードや通帳を取りに行くことは
絶対にありません。このような電話があったら、家族や警察に相談してください。
電話は、前ページの三島警察署へお願いします。（０５５－９８１－０１１０）

７．お知らせ
１）静岡県警察生活安全情報メール配信について

多くの方のご登録をお願いします。ご家族、ご近所等にも、御紹介ください。

エヌピーくん、安心メール、登録のご案内
（下記の情報等をメールで得ることができます）

・子供や女性に対する声かけ等の不審者情報
・防犯対策のポイント等
・多発傾向にある街頭犯罪の発生情報
・振り込め詐欺の手口や発生情報

登録方法は、携帯電話やパソコンからアクセスしてください。
携帯電話やパソコンのメールアドレスをお持ちの方なら、どなたでも無料で登録
できます。登録は、無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。必ず、
登録案内にある利用規約を確認ください。

○携帯電話からアクセス・・・・空メール用アドレスを直接入力して空メールを
送信して下さい。

空メールアドレス sp-m@anzen.police.pref.shizuoka.jp

○パソコンからのアクセス・・・下記の URL から登録案内にｱｸｾｽしてください。

http:/anzen.police.pref.shizuoka.jp/shizuoka/member

ご利用上の御注意
・利用者の接続環境・利用環境により、メールの受信が遅延する場合があります。
・メールアドレスの変更等により、配信できないメールアドレスは、自動削除

されます。
・情報の配信は、原則として平日の午前８時３０分～午後５時１５分迄の間に

行います。場合によっては、土日、祝日や夜間にメールすることがあります
ので、あらかじめご了承ください。

・配信情報の内容にあっては、登録された地域と種別に関係なく配信すること
もあります。

・メールに関する情報は、断片的な情報であり、［問い合わせ］は、ご遠慮願い
ます。

・本システムによるメール配信は、［情報送信］のみのサービスです。
配信されたメールへの返信はできません。

操作方法や登録方法に関するお問い合せは、 ０１２０－６７０－９７０

担当課 静岡県警察本部 生活安全企画課 こども・女性安全対策室
電話 ０５４－２７１－０１１０
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８．各種相談窓口
＊急を要さない要望・相談・苦情や各種照会等は、下記をご利用下さい。

○事件・事故や犯罪被害に関する相談・要望・意見は・・・
・警察相談課 ０５４－２５４－９１１０
・県警ふれあい相談室（２４時間対応） ＃９１１０（プッシュ回線）

○運転免許の手続きに関する事は、・・・・
・東部運転免許センター ０５５－９２１－２０００

○運転免許の行政処分に関することは・・・
・運転者教育課行政処分係 ０５４－２７１－０１１０

○交通情報に関することは・・・
・日本道路交通情報センター ０５０－３３６９－６６２２

＃８０１１（携帯電話）

○性犯罪被害の相談は・・・
・捜査第一課性犯罪被害１１０番 ０１２０－７８３－８７０

○少年問題全般にわたる相談は・・・
・少年課少年サポートセンター ０１２０－７８３－４１０

○鉄道でのチカン等の相談は・・・
・鉄道警察隊 沼津：０５５－９６２－１３４５

静岡：０５４－２５５－３１９７
浜松：０５３－４５２－０３１８

○暴力団に関する相談は・・・
・組織犯罪対策課 ０１２０－５４－８９３０
・暴力相談専用電話（２４時間対応） ０５４－２５４－８９３０
・暴力追放運動推進センター ０１２０－５０－８９３０

この３６号は、お陰様で、今迄と異なる情報を盛りだくさん掲載する事ができました。
でも、頂いた資料で掲載できなかったものもあります。それらの記事は、６月１５日
発行の第３７号に掲載させて頂きます。

丹那駐在所の人事異動があり、今迄の渡辺警部補は転勤になり、竹内巡査部長が
来られました。今迄の地区防犯関係のお知らせは「玄岳だより」で知ることができ
ましたが、今後は、竹内巡査部長が、ダイヤランド区については、記事を「区民の会」
に投稿して頂けることになり、より詳しい情報を知ることができるようになりました。
大変喜ばしいことと思います。これは、今後も継続される予定です。

ダイヤランド大学の講座も、徐々に開講できるようになってきました。
天文学（仮称）については、会場を月光天文台のセミナールームとさせて頂きました。
月光天文台／地学資料館長の五味様のご好意で使用させて頂くことが可能になり
ました。月光天文台では、太陽の黒点も観測でき、現在大きな黒点を見ることができ
ます。また、秋には、５０ｃｍの天体望遠鏡も修理され、ファンタスティックな秋の
星を感動的に見ることが可能になるのではと思っています。

太陽や月そして星々は、地球に住んでいる私達に大きな影響を及ぼしています。
このような知識を子供共々得ることも大変重要と思っています。ご期待ください。

今日は、５月１０日、今回もなんとかぎりぎり印刷に間に合いました。
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