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季節のご挨拶

今年は、７月末迄に、台風が１２個
発生し、８月８日現在、前線が日本海
側にずーーーと停滞しており、奄美
大島の近海をゆっくりと通過している
台風１２号から供給される水分で大雨
を降らしています。週末には、伊豆
半島も荒れるのではないかと、注意
しています。又、東経１８０度を越えて、
ハリケーンから名称が変わった台風
１３号も、日本に近づいています。

今年は、停滞前線と台風と高気圧で
暴風雨に対してしっかりと対策を立てて
おく必要があるようです。

さて、８月１２日は、ダイヤランド
の夏祭りが開催されます。
区民の会も積極的に参加しようと
管理会社と共に、盆踊りの練習会を
７／２６，８／２と開催しました。

当日が楽しみですね。台風の影響が ７月２６日（土）の盆踊りの練習風景
無いことを願っています。 かわいい子供さんと共に、練習をしました。

この４３号会報では、特集として、 リズムが取れる曲に乗ると、結構身体が動く
運営体制を変えることで衣替えし、 ようです。楽しそう・・・
７月５日より開業した「レストラン （ダイヤランドホールにて）
森の里」のことをお伝えします。
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平成２６年度からは、関係者が自主的に行動をして頂くように、会議の連絡は、
会議資料内や会報そしてホームページで、お知らせするようになりました。
これにより、連絡関係者の負担は、いくらか小さくなったものと思われます。

ここでは、次の会報が発行されるまでの間に予定されている会議や行事を記載する
ように心懸けたいと思っています。これは、毎号、記載します。

月 日 時刻 会議／行事名 対象者

８ １２ ダイヤランド夏祭り 全員

１５ ９：００ 区民の会／会報受取／班長へ配布 地区幹事

２０ １０：００ 管理会社との連絡会議 役員／管理会社

３１ 原則として地区防災訓練 全員

９ ９ 街頭広報活動 環境整備部会

９ 防犯パトロール会議 同上

１５ １０：００ 役員会議 役員

１７ １０：００ 管理会社との連絡会 役員／管理会社

２８ １０：００ 幹事会 幹事／役員

１０ １９ ９：００ 秋のクリーン作戦 全員

２０ １０：００ 役員会議 役員

２２ １０：００ 管理会社との連絡会 役員／管理会社

２６ １４：００ 定例会 班長／幹事／役員

１１ １５ ９：００ 区民の会／会報受取／班長へ配布 地区幹事

１６ ９：００ 総合防災訓練 全員

１７ １０：００ 役員会議 役員

１９ １０：００ 管理会社との連絡会 役員

３０ アマチュア音楽家の音楽会 全員

１２ １０ 街頭広報活動 環境整備部会

１０ 防犯パトロール会議 同上

１７ １５：００ 管理会社との連絡会 役員／管理会社

１７ １７：００ 役員会 役員

２１ １０：００ 幹事会 幹事／役員

インターネットニュースより
ゴミ袋に名前を書かなければ持っていなかい自治体が増えてきています。（富山県）

１．今後の区民の会の会議／行事予定 ・・・・ 広報部会 川 原 徳 重
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行事名 「秋のクリーン作戦」

開催日 ２０１４年 １０月 １９日（日）

集合場所 お近くのゴミステーション

参加者 ダイヤランド区民の会 会員及び家族 管理会社職員

持ち物 軍手、タオル、指定ごみ袋、トング等

進行 ９：００ お近くのゴミステーションに集合
１）ゴミステーション周辺の状態確認
２）違反ごみの確認
３）コンテナ内の違反ゴミ袋のチェック
４）燃やせないゴミの廃棄状況
５）リサイクル品の処理状況確認

１０：００ ダイヤランドホールへ集合 勉強会

テーマは、未定です。

１１：００ 全員で懇談会

１１：３０ 閉会

主催 ダイヤランド区民の会 環境美化文化部会

［生活の知恵］情報弱者にならないために編：０１

インターネットやメールは、生活の必需品になってきています。

年をとっても、可能な限り、使用できるようにしておきましょう。

市街地から離れており、高齢者で、管理会社に頼っておられるダイヤランドに
お住まいの方は、災害時、大きな影響を受けるものと心配しています。

このような場所では、自主防災の合い言葉である「自分の命は自分で守る」が
そのまま、生きてくる地でもあります。

新聞やテレビの情報は、操作する必要の無いものは、正確ですが、パニック
になりそうな情報は、操作される傾向にあります。海外で放送されて、日本では
放送されていない物件が、数多くあるように聞いています。

そのため、私達は、溢れる情報の中から、信頼できるサイトや人から発信される
情報を選択できるように鍛えておく必要があると思われます。
そのためには、インターネットは、もってこいのツールです。
使われるのではなく、ツールとして使いこなせるようにしておく必要があります。

現在のインターネットから得られる情報は、自分の判断能力にも係わって
きますが、広く、深く、緻密に調査することが可能な場合が、多くなって来て
います。ぜひとも、インターネットを使用出来るようになっていてください。

区民の会／広報部会でも、少しずつこのような勉強会を進めて行くように努力
したいと思っています。レストラン 森の里にＷＩ－ＦＩが設置されると、準備を
進めたいと思っています。
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２．平成２６年度 第２回定例会の報告（ ７月２７日（日）開催）

台風８号については、勢力も弱まった事で、ダイヤランド区については、影響が
無く、良かったと思っています。温暖化が進んでいく中、今後静岡に直撃するような
台風が、増えることもあると思います。地震に限らない自然災害に向けて自主防災の
強化と関心を深める事を会員の皆様に求めてゆきたいと考えています。

１．区長会

１）台風８号については、早めの対応での御協力ありがとうございました。
国交省の調査において函南町では、桑原で、雨量３４ mm、来光川７０ mm、
大場川１１０ mm でした。

２）７月２６日より、小中学校は、夏休みに入ります。７月６日「函南町青少年育成
大会」が社会を明るくする運動の一環として ,開催されました。又、各地域の
夏祭りが開催されます。これらについて、積極的に参加をお願い致します。

２．各依頼

１）平成２６年度 函南町敬老会開催について

既に、対象者には、送付されていると思いますが、必要事項を記入の上、福祉課
まで、送付して下さい。

２）敬老祝い金のお支払いについて

昭和１９年９月１５日以前に生まれ、平成２５年９月１６日以前より継続して
函南町に住民登録のある人が、対象です。

平成２６年７月１日現在の対象者数 ７，４１１人

ダイヤランドで受け取る方は ,下記の内容です。

支給品 ：現金 ５，０００円又はユートピアかんなみの入館券（１２枚綴り）
支給場所：ダイヤランドホール
支給期間：９月１８日（木） １３：１０～１５：１０
支給場所：ダイヤランドホール
必要品 ：①送付された葉書、②印鑑

注記：直接受取の場合は、下記の通りです。
支給期間：９月２２日（月）～９月２６日（金）

９：００～１６：００
支給場所：函南町役場 福祉課

３）地区への補助金予算計上について

・ダイヤランド区として
・自主防災組織整備費補助金として ： １０万円
・消防施設整備費補助金として ：消火栓用ホース（４５．３万円）

２－１会長挨拶 ・・・・ 会長 丸 山 正 行

２－２区長会・その他報告 ・・・・ 会長 丸 山 正 行
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１．地区別防災訓練予定日

地区名 実施予定日 訓練概要

１ ８月２４日(日） 防災倉庫の点検／森の里での懇親会

２ ８月３１日（日） 詳細未定

３ 未定

４ ７月２６日（土） 防災倉庫点検機材運転／放水訓練

５ ８月３１日（土） 防災倉庫点検機材運転／消火栓調査

６ ９月６日（土） 防災倉庫点検機材運転／消火栓調査／旗笛配布

７ ８月３１日（日） 情報収集訓練／防災倉庫点検／放水訓練／懇親会

８ ８月３１日（日） 放水訓練

９ 未定

１０ ８月３１日（日）

２．防災対策検討委員会（７月５日（土） １回目の会合を開催）

３つの担当グループに分け、メンバーと検討事項を提示し確認

１）資機材担当グループ ：藤田Ｌ（交通安全部会長）、吉橋、青木、
仲川（管理会社職員／第２分団員／相談役）

防災倉庫内、資機材見直し、点検チェック等、定例会にて依頼します

２）避難施設担当グループ：小桜Ｌ、馬籠（検討委員会相談役）、丸山

企業保養所等へ避難施設として利用を依頼し、協定書を交わす。
ダイヤランドホールに関しては、一次避難所として、登録しています。

ご意見：①避難所は、ペット同伴でも可なのかどうかを明確にしておく必要が
ある。

②住み分けの必要性がある。

３）組織再編成担当グループ：丸山Ｌ ,川原、中島

組織再編成、組織図作成、避難訓練の見直し
本部（救護給食の長）の皆さんには、都度応援の依頼をお願いします。

検討委員会の開催日・・・毎月第１土曜日 １４：００～
（原則として） ダイヤランドホール和室／ホール

３．２６年度総合防災訓練について：函南町は、１２月７日（日）

ダイヤランド区の実施内容
開催日 ： １１月１６日（日）

９：００（集合） ～ １１：００頃迄、

予定内容：①救護給食訓練
②防災機材の使用訓練（発電機、チェンソー、テント、等）
③女性消防団員による応急手当、AED 講習、等

２－３各部会活動報告
自主防災会 ・・・・・・会長 丸山 正行
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４．デジタル無線機の確認

地区幹事が、保有している無線機の確認をさせてください。保有者と無線機 No
を次回の幹事会迄に、お知らせ下さい。又は投函箱等々の方法で、今後は、全幹事
役員等に対して全員携帯を予定しています。予算を計上し、購入を予定しています。

ご意見：①９地区の無線機は、紛失した。
②無線機の勉強会をして頂く必要が有る。

１．防犯パトロールについて

当初有志で、防犯パトロール隊は、２０名いましたが、現在では、年齢が進み
活動出来ない方が増えてきているので、少なくなってきましたので、新規募集が
必要になってきました。

活動は、支給された緑の帽子をかぶり、ダイヤランド内を散歩されたり、年４回
の防犯会議に出席して頂くこと等です。

２．防犯会議について

開催日 ４回／年
場所 森の里

内容 丹那駐在所の竹内巡査部長も出席されて、地区の防犯について
打合せ、会議をします。

３．防犯パトロール隊の隊員募集について

次回の幹事会／定例会で、お願いしたいと考えています。
各地区で、１名参加して頂けると防犯に大きな力になるものと思われます。

１．夏祭りの盆踊りの練習会の実施について
８月１２日開催の夏祭りに区民の会として盆踊りに参加します。
そのための練習を下記の日程で実施する予定です。

練習日 ７月２６日（土）／８月２日（土） １３：３０－１５：００
場 所 ダイヤランドホール

２．秋のクリーン作戦の実施について

実施日 １０月 １９日（日）
時 間 ９：００ ～ １１：３０

［生活の知恵］漢方薬編：０１ 静岡県立大学にて

・同じ病状でも、体質によって合う漢方薬、合わない漢方薬があるとのこと。
合う漢方薬は、なめてみて美味しく感じるものは、合うとのこと。

・葛根湯という漢方薬がありますが、顆粒を水で、飲んでも、あまり効果がない
場合でも、お湯に溶かして、フーフー云いながら、飲むと汗がでて、効果が
あるとのことです。お試しあれ

２－３部会活動報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 藤田 宗久

２－３部会活動報告
環境美化文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 花上裕子
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１．「ダイヤランド区民の」会報 ４３号発行のお知らせ

８月１５日に会報４３号を発行します。

１．会計の中間報告

１）帳簿管理を、パソコンで実施。
２）手書きを、キーボード入力
３）消費税３％アップの影響が出てきている。

人件費や、機材費等の支出も多くなり、支出の引き締めが必要
支出管理の実施が必要。

１．区民の会の配布物とは（再確認）

１）区民の会／会報（５回／年（発行） ⇒ 年間 会議／行事予定に記載

２）函南町からの掲示依頼物（７月より丹那幼稚園からの掲示物が追加）

３）勉強会等、急ぎで実施される行事のお知らせ。

年間行事予定に記載されている「会報発行日」を良く把握してください。

・行事表に書かれているものについては、連絡をしません。
・掲示依頼物については、定例会、幹事会等で、掲示板担当幹事さんに渡します。
・急ぎの配布しなければならないものが出た場合は、連絡網、及び直接担当幹事

宅へ持参します。

２．夜間事務所前の掲示板について

夜間事務所（区民の会事務所）前に掲示板が完成しました。
活動報告等のお知らせを掲示する予定です。
取付に関しては、９地区の関口さんにお願いしました。

１．管理会社との連絡会

１）シャトルバス関連

センター前バス停の風雨対策は、終了しました。
後方と側面にポリカーボの透明板を取付

２－３部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 古河 恵子

２－３部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 丸山 正行

２－３部会活動報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 丸山 正行

２－３部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重

ダイヤランド区民の会 会報 ４３号



- 8 -

２．環境整備事業運営委員会

１）レストラン「森の里」が７月５日にリニューアルオープン

７月３日（木）オープンに先立ち、料理の披露会が開催されました。
Fun Space 社へ委託するに当たりお世話になった森町長や伊豆日日新聞等を
お招きし、料理の試食会を行いました。
そして、７月５日（土）にリニューアルオープンとなりました。オープン初日
は、トラブルが発生し、利用者の方々にご迷惑をお掛けしました。
その内容については、おおむね以下の様な事と判断しています。

① 注文してから料理が出てくるまでに時間が掛かり過ぎる。
② 席が空いているのに座れない。

「森の里」や管理センター等に講義が殺到したということを聞いています。
トラブルの発生の理由としては、下記のものが推定されます。

・厨房（調理担当）の連携がうまく機能していない。
（新規採用での寄せ集めの人材）

・凝った料理にこだわった。
・フロアスタッフが不足
・ＰＯＳシステムに不慣れ及び不具合が発生した。

７月５日～１３日迄のサービス期間では、軌道修正を図りながらの営業でした。
「森の里」としては、原因がわかっているので、対策を立てながら営業をして
います。今後とも何らかの問題があれば、「森の里」及び管理センターまで
申し出て下さい。
基本として、問題点は「森の里」が解決するべきことですが、運営委員会
委員長として担当者とは、コミュニケーションを図ってゆくつもりです。

１．各地区の防災訓練予定日について

各地区の防災訓練の予定日は「自主防災会の報告（５ページ）」を参照願います。

２．各地区の防災訓練の概要（報告があった地区のみ）

地区名 ５地区

開催日 ２０１４年 ８月 ３１日（日）

集合場所 「シフティーン横 公園前」

内容 ８：３０ １）公園前集合／公園前作業：参加者集合
①防災倉庫点検、②機器動作、③意見交換

２）見回り作業：歩ける人のみ
①地区内１４箇所消火栓／ホース格納庫点検
②地区内危険箇所（崖／水路／倒木、等）点検

１２：００ 終了

備考 ・雨天中止とします。（小雨は、決行とします）
・チェック表は、配布します。
・Ｈ２６年のアンケートで作成した５地区の自主防災組織案を配布

します。

３．夏の防災訓練について ・・・・・・広報部会 川原 徳重

ダイヤランド区民の会 会報 ４３号
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地区名 ６地区

テーマ 「自分の命は自分で守る」「知る」「備える」「生き残る」防災対策を
知ろう

開催日 ２０１４年 ９月 ６日（土）

集合場所 ６地区防災倉庫前＆各班指定消火栓前

内容 ９：３０ 役員集合
（幹事・班長・副班長・地区リーダー）

１０：００ 1)男性参加者：各班消火栓前集合。
２班に分かれて「消火栓・格納庫」点検
①ホース脱着訓練、②消火栓流水確認

2)女性参加者：防災倉庫前集合
①救護班：緊急時の応急手当訓練
②夕食班：水を使用して簡単ジュース作成訓練

１１：００ ①防災倉庫備品点検、②機器動作チェック
③安否確認用黄色の旗と防犯防災用笛の配布

１２：００ 訓練終了

備考 男性参加者：消火栓・格納庫点検
女性参加者：救護・給食訓練参加

地区名 ７地区

開催日 ２０１４年 ８月 ３１日（日）

集合場所 見晴台バス停

内容 ９：００ 情報係は、担当班員の安否確認し、集合

９：３０ 見晴台バス停に集合
1)情報係の安否確認と情報収集訓練
2)消火栓６８番から山口班長宅までの放水訓練
3)防災倉庫機材点検、消火栓６９，８０番点検

１１：００ ベラビスタ「宏」に集合 学習会、座談会

備考 ・雨天時も実施（どのようなケースでも対応できるように）
・７地区住民には、７地区ミニ情報と訓練前の２回のお知らせ実施

写真：搬送訓練

毛布に物干し棹での搬送です。
坂道での搬送には、注意が必要です。
また、坂道での頭の方向にも注意が
必要です。

ダイヤランドでは、１人運搬する時
４人から６人必要のようです。

ダイヤランド区民の会 会報 ４３号
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１．経 過

レストラン森の里は、別荘の所有者、そして常住者が必要不可欠の施設という
位置付けから、環境整備費から運営費が補填されています。
でも、その割合が、環境整備費の１０％に達していることがわかり、前の区民の
会会長であった中村氏が、管理契約検討チームを立ち上げたり、環境整備運営
委員会を立ち上げたりして、管理会社に必要なデータを要求し、無い場合は作成
して頂く様、要求したり、管理会社から提出される資料をそのチーム員とともに
精査して、問題点を掘り下げてゆき、管理会社とも会議を持ちながら、改革に
努力してきたものが今日につながってきたと認識しています。

その努力の結果、現在では、補填費が、減少してきましたが、今迄の運営方法
では、どのようにやっても、今以上のスリムアップは、無理ということがわかっ
てきました。
そこで、運営を外部の会社に委託してみたら、という話が出て、いろんな運営
会社に声をかけられたようですが、良い返事が得られず、その中で唯一受けて
頂けたのが、「Fun Space 株式会社」ということと認識しています。

２．旧「レストラン 森の里」の問題点と思われるもの

「レストラン 森の里」は、開業時の時間帯を下記のように分けています。

１１：００ ～ １４：３０ ランチタイム
１４：３０ ～ １７：００ ティータイム
１７：００ ～ ２１：００ ディナータイム

経過でも述べましたが、旧レストラン 森の里では、開業の時間帯で、どの
ような注文を受けたかというデータが何も残っていないし、どなたも、メモを
とっていなかったようです。以前、私の方でもそのデータを依頼したのですが、
無いとのことでした。
つまり、レストラン 森の里は、通常のゴルフ場のレストランと同等の考えて、
運営をされていたものと思われます。

しかし、下記のデータがあれば、

１）毎日のランチタイム／ティータイム／ディナータイムでどのような品が
どの位出ているか

２）週単位では、どのようであるか
３）月単位では、どのようであるか
４）季節単位では、どのようであるか

下記の事が解析できます。

１）どの時間帯には、どのような料理、飲み物を準備しておけばよいか
資材の調達量は、どのくらいしておけばよいか

２）人員の配置は、どのようにすればよいか

３）ここに来るお客さんは、どのような料理や飲み物に好みがあるか

４）冷凍物と自然のものとの味の違いをわかってくれているか

５）味を美味しく変えると注文量がどれくらい増えるか

というようなことがわかり、調達する資材量、人材の配置等が明確になり、
無駄な資材や、人員配置のムダが、少なくなります。
また、食べ物や飲み物は、すぐ結果がわかりますから、味がわかる人がおれば
変更も簡単です。つまり、この努力がされなかったものと思われます。

４．リニューアルオープンした「レストラン 森の里」について
・・・・・・広報部会 川原 徳重
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３．どのようなものがリニューアルされたか

項目 内容 備考

設備 ①客が注文した内容を解析しやすいようにＰＯＳ
システムが導入された。

②愛犬と一緒でも飲食できるようにベランダ 愛犬をつなぐ
が用意された 道具あり

③イベントをしやすいように、ピアノが、中央に ８月下旬に
配置され、その廻りを間接照明でショーアップ 開催される
された 予定です。

④注文をしやすいようにチャイムが設置された

料理 ①味を良くした

②冷凍物の使用を極力無くした

③客が多い時期は、バイキング等でカバーする

その他 ①必要に応じ、音楽会等のイベントも実施する

４．現在の検討課題

１）１００名を収容できるレストランとしては、厨房が狭すぎるので、対応に
工夫が必要（客が多い時は、バイキング等でカバーする）

２）スタッフ不足、募集しているが、応募者が来ない。
ダイヤランド常住者で働ける方、お願いします。

３）ランチタイムやディナータイムでは、一応席は埋まるが、ティータイムは
がらがらである。ティータイムにも客が呼べるアイデアがほしい。

注記：広報部会から本件に関して提案させて頂いた

どのようなパソコンやタブレットでも、接続できる「ＷＩ－ＦＩ」を設置して
頂くよう提案をした。

これがあると、ティータイム時、パソコンやタブレットを持ち込んで、お茶を
飲みながら、いろんな作業ができたり、テーマ別研究会や勉強会、または、パソ
コン教室を開催したりすることができるため。
（例：テーマ別アフタヌーン研究会等）

７月３日プレオープン時のスナップ （写真提供 区長 丸山正行さん）
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５．「レストラン 森の里」の時間帯メニューと価格

「レストラン 森の里」のメニューを記載しますので、ふらっと立ち寄って
味を楽しんでみて下さい。
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６．リニューアルオープンに向けて

７月５日のリニューアル
オープンに先駆け、今回の
件で、お世話をして頂いた
森町長をお招きし、７月３日
に試食会が開催されました。

その時のスナップ写真です。

逆光で顔がわかり難いですが
左から

管理会社 藤井部長
Fun Spece 鈴木社長
副区長 小桜景如さん
区長 丸山正行さん
函南町長 森延彦 様
ＦＳ料理長 井伊八郎 様

写真提供 区長 丸山正行さん ７月３日のプレオープン時のスナップ写真

６月２３日～７月２日迄の短い期間で、運営の交代、店内の改装、厨房の配置、
食材の変更、スタッフの教育、指導との作業があり、プレオープン、そしてリニュー
アルオープン期間には、多くの不手際があったとのことですが、まずは、開店後
１ヶ月、そして３ヶ月は、温かく見守ってゆきたいですね。

この度は、「レストラン 森の里」の運営機会を頂戴しましたことを、厚く御礼

申し上げます。

また、リニューアルオープン期間では、新しくなった「レストラン森の里」に

ご期待下さり、足を運んで頂いたお客様に対し、数々の不手際により大変ご迷惑を

おかけしてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。

今回最も多くのご指摘を頂いた「提供速度」の問題に関しましては、人員の補充、

オペレーションの変更、メニュー内容の見直し、等を行い、改善に取り組んでおり

ます。また、その他に頂戴致しましたご意見につきましても、１つ１つ丁寧に解決

を図り、お客様満足度の向上に努める所存です。

未だ、皆様から合格点を頂くには、ほど遠い状態ではございますが、スタッフ

一同、サービスの向上に誠心誠意努力して参りますので、今後とも、変わらぬ

ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

尚、例年たくさんのお客様がご来店くださる８月につきましては、バイキング

形式による料理の提供やプロミュージシャンによる生演奏等を企画しております。

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

Fun Space 株式会社
函南事業所長 西脇 將桂

Fun Space 株式会社担当者のご挨拶 函南事業所長 西脇 將桂 様
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１．ダイヤランド夏祭りの練習風景

８月１２日（火）にダイヤランドの夏祭りがあります。その時、盆踊りを実施
します。区民の会も参加すべく盆踊りの練習を７月２６日と８月２日に実施し
ました。その時の様子をお知らせします。

盆踊りの曲名は、下記の通りです。

１）ダイヤランド音頭
２）東京音頭
３）河内音頭男節

写真：右
リズムがある「河内音頭男節」
では、参加者全員の踊りが、
ピタ、ピタと決まっているように
見えました。

写真：左
先生を中心にし、まーるく円になって、
踊りが始まりました。

主催されている一條さんや千葉さんも、
なかなかですね。

２．ダイヤランド大学受講生の募集

講座名 書 道 教 室
教室 南箱根ダイヤランド４３－８７（出雲大社分教会 大鳥居前）

増間氏の自宅

講師 増間五三二氏 （日本書道教育教会 師範）

開講日 毎月 第一木曜日と第三木曜日

受講時間 ９：３０～１１：３０

会費 ￥１、５００／月

お知らせ ・生徒募集中です。
・どなたでも、申込できます。

入会申込 電話にて申込 電話 ０５５－９４５－０５５１

５．お知らせ ・・・広報部会 川 原 徳 重
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丹那駐在所の竹内良賢巡査部長からお預かりした「玄岳だより」を掲載します。

７．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢
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ダイヤランド内で、住民の移動が多くなっているように感じます。

・新しく函南町に住所を移して、転入され、土地の自治会に入会されたい世帯
・また外部へ転出された世帯
・退会をしたいという世帯

の方々への手続きは、下記の通りです。

① その地区の班長／幹事／役員に伝える。
② 班長／幹事／役員は、転入／転出／退会の届け書に記載
③ 区民の会／総務部会宛に投函する／ＦＡＸする
④ 区民の会／総務部会で手続きを取る。

区民の会を退会された方へは、函南町の広報やその他の配布物、区民の会の会報
及び区民の会のお知らせ配布物等が、配布されない手続きが取られることになります。

８月９日です。会報４３号は、ぎりぎりの原稿仕上げで、書いています。
本日、印刷所に持参しないと、８月１５日の発行に間に合いません。なんとか
間に合わせたいです。

さて、伊豆縦貫道路が、函南町を通過するようになって、ダイヤランドのシャトル
バスが、時間通りに運行するようになってきたとの話がちらほら聞こえてきます。
特に、市内が渋滞せずに通りやすくなったとのこと。よかったですね。

函南町や函南商工会では、川の駅や道の駅の平成２８年度の開業に向け、着々と
準備を進めてきています。この設備が開業すると函南町も、一段と変化するのでは、
と思っています。（函南町役場のホームページで見ることができます）

良くも悪くも、伊豆の入口は、今後変化していくようです。このような変化に
ストレスを感じず、上手に乗れるようにしておくのも重要と思われます。
ここは、まだまだ変わっていくと思われますので。

次回の会報４４号の発行は、１１月１５日の予定です。

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。

会報「ダイヤランド区民の会」 第４３号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重
Tel/Fax 055-974-1542

２０１４年 ８月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

８．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重

７．区民の会への転入／転出／退会の手続きについて・・ 広報部会 川原徳重
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