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季節のご挨拶

３月になりました。この冬は、２月末迄は、昨年の
ように大雪も無く、安心して生活ができましたが、
まだ、忘れ雪というのもありますので、今しばらく、
心の準備が必要かもしれませんね。

区民の会のこの時期は、来年度の役員、及び幹事
／班長そして、函南町への推薦委員等をお願いしな
ければならない時期でもあります。

区民の会は、函南町や管理センター及び地域住民
の方々の間に立って活動し定住者の生活を安全に
そして安心して暮らすために、必要な自治会です。

また、３月２２日（日）に開催される「定期総会」
に向けて、出欠、委任状の収集の他、各種資料の
準備も急ピッチで作成しています。

会報４５号は、それらのものを含めて、お知らせ
致します。

写真：早春の妖精「カタクリ」です。太陽に照らされると花びらを太陽に向けて
大きく開きます。日没近くなると花びらを閉じます。
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平成２６年度からは、関係者が自主的に活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の予定を
記載します。（一応今年度までとします。来年度は、次回の会報に掲載します。）

月 日 時刻 会議／行事名 対象者

３ １０ 防犯パトロール 関係者

１３ 18:30 区長会 区長

１５ 9:00 会報発行 幹事

１６ 10:00 役員会 役員

１８ 10:00 管理会社との連絡会 役員

２２ 13:30 定期総会 全員

注記：４月の会議は、ありません。
５月については、別途案内致します。

２．平成２６年度 第４回定例会の報告（ ２月２２日（日）開催）

１．振り込め詐欺等の被害について

商品など取引名目の詐欺と思われる業者の配達される、あるいは、「オレオレ詐欺」
「還付金詐欺」、等があります。実際にあった事として聞いているのは、お金を振り
込んだ後、「どうもおかしいと気付き警察に相談」、警察では、金融機関と連携して
相手に金が渡る寸前で差し止めた・・・ということもあるとのことです。

実際ダイヤランドでも、「ちょっとおかしいな」と思われるダイレクトメール等が
配達されることがあると思います。また、脅しまがいの訪問販売等も過去に聞いて
います。

変だな・・・・と思ったら警察へ連絡しましょう。
管理センターでも、聞いてもらえます。

２．ドッグランについて

「ドッグランの崩壊」と題し会報に寄稿したことがあります。最近のドッグランに
ついては、夜間パトロールや定期的に利用される方々のお陰で、崩壊時から比べると
良く維持管理されていると思われますが、依然少量のゴミ、糞の未処理が見られる
ことがあります。又、ペットの躾けに疑問がある飼い主やドッグランの利用規約を
良く理解されない利用者が見られることに関して、常連である皆さんの声を聞くに
当たり、どうすればよいのか今後の区民会議（注記１）の中で議題にしたいと思って
います。

＊最近ドッグラン内のベンチが更新されています。
管理センターの小林さんが作ってくれました。
小林さんは、めがねをかけた小柄な好青年です。

２－１会長挨拶 ・・・・ 会長 丸 山 正 行

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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３．ご近所とのトラブルについて

ご近所とのトラブルの原因として
・飼い犬がうるさい
・話し声が大きい
・隣人の植木が自宅に・・・・、等々

があるようです。
内部といいますか、管理会社と区民の会とで解決できる問題と判断できるとなれば、
検討する準備はしますが、中には難しい問題があります。
そのような場合は、行政や警察に依頼することをお薦めします。

注記１）
区民会議：丸山会長により提起された会議です。

幹事会の後半部に開催されます。

趣旨：自由な意見交換の場、
日頃感じている事を話して頂ければ良いと思います。
今回は、役員人事及び函南町推薦委員が一部決まっていません
ので、幹事さん方には、個別に相談をしたいと思っています。
宜しくお願いします。
２０１０（Ｈ２２）年からの本部役員及び函南町推薦委員の表を
資料１に掲載しますので、参考に願います。

１．区長会長（町長）の挨拶

各区においては、年度末で多忙中の時、最後の区長会に出席して頂き、皆さんの
協力を感謝致します。
３月から新年度の予算審議が開始、中でも民生費が３５％余り、教育費を合わせる
と５０％となります。

２．その他報告

１）函南町老連組織名変更のお知らせ

高齢化社会を迎え、「函南町老人クラブ連合会」の地区クラブの総称を
「地区シニアクラブ」と変更する・・という、報告がありました。

これに伴い敬老会の開催は、各地区主催の催しとなる可能性があるとのこと
です。

２）選挙の予定について

・静岡県県議会選挙・・・・４月１２日
・函南町議会員選挙・・・・４月２６日

に行われますので、選挙立会人のお願いを致します。
各選挙において、ダイヤランド区では、立会人として下記の人数が必要に
なります。

１日を通しての場合は、２名
半日では、前半・・・ ７：００～１３：３０ ２名

後半・・・１３：３０～２０：００ ２名

合計 ４名 （最大人数）

２－２区長会・その他報告 ・・・・ 会長 丸 山 正 行

ダイヤランド区民の会 会報 ４５号



- 4 -

資料ー１ 区民の会 年度別本部役員リスト （４月 １日現在）

部会名 役職 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

区民の会 会長 中村圭一 中村圭一 中村圭一 中村圭一 丸山正行 丸山正行

副会長 小松賢治 三木健二 小桜景如 小桜景如

副会長 川原徳重

自主 会長 中村圭一 中村圭一 西村明男 丸山正行 丸山正行 丸山正行

防災会 副会長 小桜景如 小桜景如

副会長 藤田宗久

環境整備 ＢＫ 三木健二 三木健二 郷千恵子 藤田宗久 藤田宗久 辻 正明

交通安全

部会

環境美化 ＢＫ 羽原哲志 奥田伸江 奥田伸江 奥田伸江 花上裕子 花上裕子

文化部会

広報部会 ＢＫ 川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重

総務部会 ＢＫ 小松賢治 中村圭一 中村圭一 中村圭一 丸山正行 丸山正行

ＦＢＫ 田中真弓

会計責任 石田敬三 河野功二 河野功二 古河恵子 古河恵子 田中真弓

特別委員 委員長 中村圭一 中村圭一 中村圭一 中村圭一 丸山正行 丸山正行

会

顧問 中村圭一

監査役 千葉武 千葉武 仲田恭敏 西村明男 西村明男 森 好生

注記：役職の省略名・・・部会長⇒ＢＫ，副部会長⇒ＦＢＫ

年度別函南町 推薦委員リスト （２月２２日現在）

役職 任期 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

保健委員 ２年 高濱佐恵子 高濱佐恵子 羽原恵津子 羽原恵津子 郷千恵子 郷千恵子

民生委員 ３年 石川久子 石川久子 石川久子 石川久子 下郷宰 下郷宰
児童委員

虎尾恵美 虎尾恵美 虎尾恵美 虎尾恵美 虎尾恵美 虎尾恵美

森久子 根岸由紀子 根岸由紀子 根岸由紀子 奥田伸江 奥田伸江

大 久 保 三 枝 真柳富美子 真柳富美子 真柳富美子 村越信子 村越信子
子

青 少 年 健 全 育 １年 長崎秋義 長崎秋義 渡辺昌明 渡辺昌明 中村圭一 中村圭一
成 地 区 推 進 委
員

環境美化 １年 中村圭一 花上裕子
指導委員長

環境美化 １年 羽原哲志 奥田伸江 奥田伸江 奥田伸江 花上裕子 花上裕子
指導委員

川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重 川原徳重

廃棄物減量 １年 津久井操 津久井操 荒井宰子 古河恵子 古河恵子 古河恵子
等推進委員

花上裕子 花上裕子 花上裕子 花上裕子 奥田伸江 花上一任

明るい選挙 １年 井上喜與志 松下靖 一條宏 一條宏 一條宏 古河恵子
推進協議会
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３）タクシー「風」について

最近ダイヤランドプール駐車場に待機しているのを見受けます。
話しを聞いてみました。
下記へ連絡して頂ければ、伺います・・・との事です。

タクシー「風」の連絡先

電話 ０１２０－８１８－０５４ （２４時間営業）

迎車代 １００円 ＋ メーター代金のみ

：

１）ダイヤランド区災害時避難施設協定

地震、風水害等、災害時や大型台風等、災害の恐れがある場合にダイヤランド区
で避難できる施設として下記の施設と契約を締結すべく作業を進めています。

施設名 状況 備考

南箱根ヴィラ 締結終了 ６地区桜公園付近

住友電気工業 １月末に調印終了

ホテル・アレキサンダー 双方了解の上、調印手続き中 （株）HAKONE

２）「防災会議」の発足のお知らせ

幹事会において報告しましたが、「防災対策検討委員会」を「防災会議」と名称を
変更して運営を継続してゆきます。
数年間、自主防災組織が、停止していましたが、現在、組織再編として見直しを
行っています。新たな人材が着々と参加してくれています。
来年度の中で、皆さんへ新たな提案をさせて頂きます。
その時は、自主防災会への理解をお願いすると共にご協力と参加を宜しくお願いします。

３）簡易業務無線機のバッテリー点検のお願い

別表にもあります「簡易業務無線機」のバッテリーの点検をお願いします。
バッテリーの劣化が考えられる為、今回緊急に点検をします。

注記：簡易業務無線機を保持している幹事さんへ用紙が添付されています。

追記：

簡易業務無線機の使用方法については、定例会の時に配布されましたが、図が
見にくかったと思いますので、次ページに本体の機能説明と表示画面の説明を
添付しましたので、ご活用ください。

操作については、配付資料をご利用下さい。

２－３各部会活動報告
自主防災会 ・・・・・・会長 丸山 正行
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簡易業務無線機のバッテリー点検表 自主防災会

５年以上経過及び正しく充電できていないことが予想される為、バッテリーの
著しい劣化が考えられます。以下の手順で、点検してください。

簡易業務無線機（ＩＣ－ＵＨ３５ＣＴＭ）の使用方法（参照）。

１）チェック方法
フル充電後、電源をＯＮにしてください。
電源ＯＮ後に、お手持ちの簡易業務無線機が、どのような動作をしたか
記載願います。

１）充電できなかった

２）充電後、数分で電源が切れた。

３）１時間前後で、電源が切れた。

４）５時間以上、電源が入っていた。（合格）
重要なのは、５時間以上、使用できるのかどうかわからない場合は、

（合格）レベルか、それ以下かを確認してください。

結果

地区名

預かり者氏名

無線機Ｎｏ．

ﾊﾞｯﾃﾘｰＮｏ．

結果

チェック後の報告は、この用紙に記入し、管理センター内の区民の会の
ポストに投函してください。

期限 ・・・３月 １５日まで

トピックス１： 「６地区の石井孝子さんが善行表彰を受けられました。」

広報函南の１月号にも掲載されましたが、新年顔合わせ会（１月５日）において、
６地区の石井孝子さんが善行表彰を受けられました。この件につきましては、会計
責任者の古河恵子さんの推薦文面、顧問の中村圭一さんからの推薦等により、今回
の運びとなりました。石井さんは、昨年１１月の防災訓練にも参加され、大変若々
しく今後とも元気な様子を見せて頂きたいものです。

（丸山会長１月度幹事会議事次第より）
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交通パトロール隊（名簿上はは、２０名在籍）のメンバーについて、現在、転出等で
把握できない隊員の見直しをしています。隊員については、以降新たな募集をして
ゆきます。その際は、ご協力をお願い致します。

平成２６年度の環境美化文化部主催の各催しへのご参加、ご協力に感謝申し上げます。
ダイヤランドの環境の向上の為に、引き続き、皆様のご協力をお願い致しますと共に、
ご意見なども、お寄せ、下されば幸いに存じます。

なお、「野良猫を考える会」の活動に関して、２６年度は、積極的に活動ができま
せんでした。２７年度に向けて、活動を続けていく予定です。つきましては、野良猫
に関する情報を幅広く、収集する意向です。

情報は、
・サービスセンターの意見箱へ投函して頂くか、
・環境美化文化部会の花上（電話／ FAX ９７４－１６６１）

までご連絡頂きたいと存じます。

注記：本文面は、出張先において花上さんからメールで頂いた内容です。

１．「ダイヤランド区民の」会報 ４５号発行のお知らせ

３月１５日に会報４５号を発行します。
配布して頂く方は、３月１５日、９時から、受取宜しくお願いします。

但し、海外で原稿を作成し、印刷所へのメール送付しての作成であるためうまく
いかない場合もあります。その時は、発行が送れるかもしれません。
ご了承とご協力宜しくお願いします。

１）幹事／班長への年間手当の支払い

２）地区活動費の精算報告のお願い

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

代理報告 丸山 正行

２－３部会活動報告
環境美化文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 花上裕子

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
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重
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改めて皆さんに報告致します。
定例会、幹事会とも今後の会議の時間の配分を下記のようにします。

前半１時間・・・報告の時間
後半１時間・・・新たに設定する「区民会議」として役員人事や問題解決、

提案検討の時間

として活用してゆきたいと思っています。

「環境整備事業運営委員会」の項目で報告します。

シャトルバスにつきましては、現在審議継続中につき、報告は、控えさせて頂きます。

第１２回定期総会開催のお知らせ

下記の日時より、第１２回「ダイヤランド区民の会」定期総会を開催します。

出欠／委任状で、出席の意向を示された方は、ご参加願います。

開催日 ２０１５年 ３月 ２２日（日）

時刻 １３時 ３０分 ～１５時 ３０分

開催場所 ダイヤランド大ホール

２－３部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 丸山 正行

２－４部会活動報告
環境整備事業運営委員会 ・・・・・・・・ 委員長 丸山 正行

２－３部会活動報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 丸山 正行

３．第１２回定期総会のお知らせ
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「南箱根ヴィラ」は、地震、風水害等の災害時や大型台風等

災害の恐れがある場合に、ダイヤランド区で避難できる施設です。

♪体験宿泊してみよう♪

災害時のための体験宿泊 『南箱根ヴィラ』（桜公園前 Lot.No. 35-1026)

体験宿泊予約 TEL ０５５－９７４－１０８０

《ダイヤランド住民と家族親戚友人関係者》

一泊素泊 ３，０００円 （寝巻・バスタオル・タオル持参）

朝食 ５００円 （ごはん・味噌汁・おかず一品）

体験宿泊「南箱根ヴィラ」予約 TEL ０５５－９７４－１０８０

宿泊条件
１）一般の宿泊はしていません。
２）宿泊予約時「災害時のための体験宿泊」・・・と申し出てください。
３）チェックイン、チェックアウト、食事時間等詳細については、予約時に相談。
４）団体客等のお客様が入っているときは、体験宿泊はできません。
５）電波の都合上、管内ではテレビの受信が不可です。

また、携帯電話も、つながりにくいです。
６）災害時の地震、大型台風到来の暴風雨の恐れがある警報発令前に、避難宿泊

できる施設です。
災害時や災害の恐れのある時の宿泊避難は、基本的に宿泊は無料です。
避難住民の人数によっては、相部屋、ごろ寝になることも考えられます。

７）「災害時のための体験宿泊」は、起こりうる災害時の前に施設の部屋や館内の
内部を知るための宿泊ですので、有料です。

「体験宿泊」では、防災訓練をするわけではありませんので、通常の宿泊で洋室
又は、和室にゆったりと寝ることができます。

「南箱根ヴィラ」♭「カフェ」よりご案内♪ （来店時予約必要）

ご予約電話 ０５５－９７４－１０８０
担当 斉 藤 和 子

函南ダイヤランド内の「南箱根ヴィラ」にて「カフェ」がオープンしました。

手作りの甘酒、スコーン、ピザ、ぜんざいなどもご用意してお待ちしております。
そのほか、「天六穀」（楽天市場にも出展されております）、黒米、黒大豆、黒ゴマ
黒加倫・黒松の実・玄米を使用した若さの秘訣「黒色食材」を使用したメニューも
ご用意しております。
皆様のご来店をお待ちしております。 ご来店時には、予約が必要です。

営業時間 １３：００～１６：００（看板が出ているときは、営業中です）

４．ダイヤランド区災害時避難施設協定 ・・・・自主防災会 丸山正行
「南箱根ヴィラ」（桜公園前 Lot.35-1026)
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５．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢

丹那駐在所の竹内巡査部長からお預かりした「玄岳だより」を掲載します。
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ダイヤランド内には、２９箇所のゴミステー
ション（以降ＧＳと記載します）があります

このＧＳにいろんなものが不法投棄されます

管理センターと毎月連絡会を実施しています
が、その時、不法投棄のテレビが、１３０台
位あるという報告を聞き、即、視察に行き
ました。

その時の写真が、右の４枚の写真です。

処理にお金がかかる数多くのテレビが、処分 引き取られずに不法投棄の収納庫に
できずに収納庫（仮です）に保管されていま 保管されているテレビその１
した。

今後、どのようにこれを処分していくのか
ダイヤランドの知力を使って、検討していく
必要があると思われます。

函南町の環境衛生課にお聞きしてみると、
不法投棄としてテレビ等が出てくるのは、
３６ある自治区の中では、ダイヤランドだけ
とのことです。
そのため、不法投棄されたテレビの処理費等
は、予算に組み込んでいないとのことです。

テレビが１００台あると、５０万前後の予算 引き取られずに不法投棄の収納庫に
が必要になります。 保管されているテレビその２

今後、これらの不法投棄されたテレビの回収
を含めた処理方法を別途検討する必要がある
と思われます。

トピックス２：

駒澤大学／橋詰教授のレポートが送付されて
きました。

昨年１０月末迄に実施されダイヤランド在住
の方々の協力を頂いたアンケートにより作成
されたレポートが、駒澤大学／橋詰教授より 引き取られずに不法投棄の収納庫に
下記の２件のテーマ名で送付されてきまし 保管されている自転車
た。

「南箱根ダイヤランド別荘地における定住化
と高齢化に関するアンケート調査結果（単純
集計）の報告)

ー定住世帯（自宅）ー ：１０ P
ー別荘利用世帯（別荘）ー ： ８ P

別荘地が定住化していくのは、大阪万博
近くの豊中市の別荘地が完全に定住化した
のを始め、都市近郊で、発生しています。
６月発行の会報で、概要をお知らせしたい
と思っています。 ・・広報部会 引き取られずに不法投棄の収納庫に

保管されている多くの消火器

６．不法投棄物（テレビ）の現状について ・・・・・ 広報部会 川原徳重

ダイヤランド区民の会 会報 ４５号



- 16 -

２０１４年１２月６日（土）１０：００に、県庁前から県営草薙陸上競技場までの
４２．１９５ｋｍを１１名で走破する「第１５回記念しずおか市長対抗駅伝」が、
スタートしました。

町の部は、１２チーム有り、函南町は、小山町次ぐ準優勝でした。
ここで、函南町の選手として活躍したのが、ダイヤランド在住の「菅田姉妹」です。

姉の菅田早久良さん（函南中２年）は、８区を、妹の菅田ももさん（丹那小６年）は
３区を走りました。
妹のももさんは、３区をほれぼれするような走りで、区間新記録を出しました。
姉の早久良さんは、８区を大変ながんばりようで区間３位の成績で走り抜きました。
その競い合いながらのがんばりようは、すばらしいものでした。

小学校、中学校、高校、大学と社会人になる前に、校内クラブや校外クラブ等に入会し
躾と技術と耐えることを楽しみ、その結果で良い達成感（当然屈辱感もあり）を得る
経験をしていると、これから大きく変化する社会に出て、世界の人と対等にいろんな
交渉をしていかなければならない時、大変な心の支えになるものと思われ、大変心強く
感じました。これからも努力する若い世代を応援してゆきたいと思っています。

今回、会報４５号は、原稿を海外で書き、その原稿をメールで印刷所に送ることで
製本する方法を取っています。
海外のホテルからのメール送信は、その国やホテルのインターネット事情もあり、

数回、送信操作しないと、送信でき無い場合があります。容量が大きいとそれがどう
なるのかわかりません。
この原稿が、印刷され、製本されて、皆様方の手に配布されていた場合は、うまく送信
されたことを意味するものと思われます。（拍手してください）

中国からの通常のパソコンを使用して、画像を含めた容量が大きい原稿の送信は、多分
無理と思われますが、今回は、中国でなかったので、ラッキーでした。

無事、送信でき、印刷され、皆様のお手元に届くことを強く祈りたいです。
次回の会報４６号は、定期総会の内容を踏まえて、５月１５日発行予定です。

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

このパスワードは
３）４つの数字を入力 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４５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

２０１５年 ３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．お知らせ
「第１５回しずおか市長対抗駅伝競走大会」での感動
ダイヤランド在住「菅田姉妹」の快挙 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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