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季節のご挨拶

平成２７年も１２月を迎えました。
今年度は、多くの「区民の会」の方々の
協力が必要な年でもありました。

１）昨年度から継続している自主防災
会の再活動、黄色の旗の準備や
無線の連絡訓練、そして広報車に
よる分譲地内の広報活動

２）町から移管された「敬老会」の開催
会場／日時の設定／出欠案内の作業
／催し物の打合せ／弁当の手配／
会場スタッフのお願い、等の活動

３）セブンイレブンの出店計画の話を
進める為の打合せ、班長／幹事
への説明、アンケートの配布、等 敬老会でご挨拶をする丸山会長

ダイヤランドは、環境整備等を、管理
センターが実施しますか、将来のダイヤランド
の運営を検討する事業部がありません。

ダイヤランドの将来を考える事業部の役割を
しようとしているのが「区民の会」でもあります。

これからは、区民の会の会員を中心に、住民の
方々の協力を得ながら、ダイヤランドを住環境
が整った文化と健康の杜の街になっていくと
うれしいですね。

写真は、１０月１９日と１１月２日に実施された
敬老会において、ご挨拶をする丸山会長（上）
と温かみのある手の込んだ”お弁当”（下）です。

（区民の会の HP より引用） 敬老会のお弁当
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今年度の「区民の会」の活動スケジュール表です。
開催時刻等は、担当部会に連絡願います。

月 日 曜日 活動／会議項目 備考

１２月 ５日 土 自主防災会／勉強会

９日 水 環境整備交通安全部会／会議

１５日 火 函南町区長会

１５日 火 会報４８号発行予定 広報部会

２３日 水 管理センター連絡会／役員会

２０１６年 平成２８年

月 日 曜日 活動／会議項目 備考

１月 ９日 土 防災会議

１８日 月 役員会

２０日 水 管理センター連絡会

２４日 日 幹事会

３０日 土 勉強会「健康で生活をする」 環境美化文化部会

２月 ６日 土 防災会議 救護／給食／勉強会

１５日 月 区長会

１５日 月 役員会

１７日 水 管理センター連絡会

２８日 日 第４回定例会

３月 ５日 土 防災会議

９日 水 環境整備交通安全部会／会議

１５日 火 区長会 お別れ会

１５日 火 会報４９号発行予定 広報部会

２１日 月 役員会

２３日 水 管理センター連絡会

２７日 日 定期総会

２．第３回定例会の報告（１０月２５日開催）

・セブンイレブンアンケートの御協力ありがとうございました。先日幹事会に於いて
急遽班長さんにも集合して頂きました。
その結果については、区民会議にて報告します。

・ダイヤランド区における敬老会の（第１回目）が、１０月１９日（月）に森の里で
行われました。招待者６８名が食事会の後に行われた合唱に於いて、懐かしい歌を
クリスティーナ三田さんと歌われている姿を拝見してこの会をやって良かったと
感じています。２回目は、１１月２日(月）になります。

１．平成２７年度「区民の会」今後の活動予定

２－１会長挨拶 ・・・・会長 丸山 正行
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１．町長より
・敬老会について、各地区において実施されています、大勢の方が参加されている

ようです。これから計画している地区に於いては、何か問題が有りましたら、町の
方に相談して下さい。

・まちづくりブロック懇談会については、全地区に参加する予定です。来年度について
の意見、要望など何でも聴かせて下さい。

・環状道路開通後、３万台が通過、三島／大場では、１．５万台が乗降しています。

２．町・各種団体からの依頼
①家庭から出る電球、蛍光灯等水銀を微量に含んだ製品の拠点回収について

（環境衛生課）
本年６月１２日に「水銀による環境汚染の防止に関する法律」が国会で可決・成立
し、同月１９日に交付されました。

①-1 拠点回収する品目：家庭から出る下記の品目

・電球・蛍光灯（割れたものについても回収しますが、割らずに、出来るだけ
新しく購入された箱などに古いものを入れて出して下さい。

・水銀式体温計（ケースごと出して下さい。）
・乾電池 ＊ボタン電池・ニッカド電池・リチウムイオン電池等の充電式電池

は、販売店の回収ボックスへ出して下さい。
・ライター（使い捨てを含む。中身を使い切って下さい。）

１１月から、ダイヤランド区に於いては、管理センターが回収容器等を準備
します。

② 平成２８・２９年度の保健委員の区長推薦について
③ 全国瞬時警報システム８（J アラート）の訓練に伴う、同報無線の試験放送。

２７年１１月２５日（水） 午前１１時００分頃
④ 町表彰条例による表彰者の内申について
⑤ 平成２７年度区長及び組連絡事務委託料の支払いについて

１．総合防災訓練の実施 １１月１５日（日）

＊今回のポイント
①前日「１１月１４日（土）」に広報車による、案内を行います。（広報訓練）

②簡易業務無線機による交信訓練
＊訓練手順（幹事・班長へ配布）を確認してください。

③地区別状況報告の提出（参加人数の把握と報告を確実に）

２．３地区防災ニュース
「家庭での防災対策」、「備蓄品・非常持ち出し品について総点検しましょう！」
「自助・共助・公助の中の自助の部分について、再度確認しましょう。
足りないところは補填しよう。

３．消火栓の点検の中で、水没している消火栓があり、水抜きとチェックを行った
（管理センターとともに）結果、底部のコンクリート張りになっているため、水が
抜けない構造に（対策検討中）（対策検討中）

４．地区別防災訓練が全て終了，確認された不具合などを確認し、次年度の補助金申請へ

２－２区長会・その他報告 ・・・・会長 丸山 正行

２－３各部会活動報告・依頼事項
自主防災会 ・・・・部会長 丸山 正行
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特になし

１）秋のクリーン作戦の開催

開催日 ・・・１０月１８日（日）
プログラム・・・１）各自通常使用しているゴミステーションの分別調査

２）ダイヤランドホールにて勉強会
テーマ「太陽光発電のメリット・デメリット」
講師 (株)フルムラエルコン２ CEO 古 村 高 様

参加者は、少なかったですが、勉強会で、太陽光発電について、数字で理解する
ことができ、とても良かった。

２）第４回「杜の音楽会」のお知らせ

開催日 ・・・・１１月２９日（日） １３：３０開場 １４：００開演
場所 ・・・・ダイヤランドホール

３）勉強会のお知らせ

開催日 ・・・・平成２８年 １月３０日（土）
場所 ・・・・ダイヤランドホール
テーマ ・・・・仮称「健康で生活をするために」

講師 韮山ブナの森の方

１）会報の発行 平成２７年 １２月 １５日予定

２）概要 １）第３回定例会の件 ２）敬老会の件
３）セブンイレブンの件 ４）玄岳だより

３）その他
①今年度は、多くの行事があり、区民の会の予算が不足する可能性があるので、

今後発行する会報のページ数を減らして対応したいと思っています。

会計責任者の田中さんは、本日欠席しています。
１０月６日現在の決算集計を確認しました。
会報の発行費がやや多く、あと２回の発行で調整が必要となりそう。ページ数減等

２－３各部会活動報告・依頼事項
環境整備高越安全部会 ・・・・ 部会長 辻 正明

２－３各部会活動報告・依頼事項
環境美化文化部会 ・・・・ 部会長 花上 裕子

２－３各部会活動報告・依頼事項
広報部会 ・・・・ 部会長 川原 徳重

２－３各部会活動報告・依頼事項
会計責任者 ・・・・ 部会長 田中 真弓

代理報告 丸山 正行
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１）ダイヤランド区敬老会を実施
①１０月１９日（月）、レストラン「森の里」で、１２時３０分より実施

第１回目の敬老会を行う事ができた。対象者６９名が参加、食事・歓談の後
に行われた合唱「クリスティーナと歌おう」で懐かしい歌に皆さん満足を
している様子でした。

②第２回目は、１１月２日（月）、レストラン「森の里」で、１２時３０分
より実施します。参加予定者は、現在６０名。今回の敬老会は、２回で
終わりです。準備時点の反省も踏まえ来年度は、若干の予算を計上する。

←敬老会を楽しく素敵な
歌で盛り上げた
ｸﾘｽﾃｨｰﾅ三田さん

第１回目 ⇒
６９名参加者有り
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは、不含

区民の会ＨＰより引用

１）シャトルバスの営業路線化への移行

１０月１日より、運行開始、これに伴い、環境整備事業契約者といえども

回数券：○場内用 ・・・１１枚綴りが、１，０００円
○センター前～場外用・・・１１枚綴りが、４，０００円
○場内～場外用 ・・・１１枚綴りが、５，０００円

前記センター前付近１０箇所以外）

これらの回数券が無いと一般客と同様の金額を納める必要が有ります。
この対策として、期日指定券の発行をセンターにて行っています。
申し込み、及び詳細は、管理センターへ。

２）管理センター売店のセブンイレブン移行の件

９月の幹事会で班長さんを緊急召集し、管理センターと共に説明会を開きました。
同時にアンケートの依頼に協力頂きました。
結果について、会議資料をご覧下さい。
回収された５００枚以上の全てが、移行に賛成であったことが、招致に向け
大きく前進しています。

●今後
・セブンイレブン側で、稟議書提出、さらに上部部署での審査（これは管理会社

に対して）が行われる。
・１０月末には、確定すると思われる。
・確定後は、少人数グループでセブンイレブン側から説明会を開催する予定。
・来年３月開店に向け、しっかりサポートしてゆきたい。

２－３各部会活動報告・依頼事項
特別委員会 ・・・・ 部会長 丸山 正行

２－３各部会活動報告・依頼事項
総務部会 ・・・・ 部会長 丸山 正行
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平成２８年度役員・函南町推薦委員の改選について

平成２８年度の「函南町 推薦委員」そして「区民の会 役員」を選出しなければ
ならない時期になってきました。（２０１６年１月の幹事会には原案を提出予定）

下記の表が平成２７年度の担当者です。
それぞれの役職には、任期があります。改選と記載されている方が、その対象者に

なります。再選も可能です。でも、長期にわたってその役職を担当されてこられた
方、移動される方を中心に検討したいと思っています。

「平成２７年度 函南町 推薦委員」

役職 任期 氏名 備考

保健委員 ２年 郷 千恵子 要改選

民生委員・児童委員 ３年 下郷 宰 ２８年１２月改選

民生委員・児童委員 ３年 虎尾 恵美 ２８年１２月改選、１２年担当

民生委員・児童委員 ３年 奧田 伸江 ２８年１２月改選

民生委員・児童委員 ３年 村越 信子 ２８年１２月改選

青少年健全育成地区 １年 中村 圭一 要改選
推進委員

環境美化指導委員長 １年 花上 裕子 要改選 指導委員兼務

環境美化指導委員 １年 川原 徳重 要改選 １０年担当

廃棄物減量等推進委員 １年 古田 宏子 要改選

廃棄物減量等推進委員 １年 古河 恵子 要改選

明るい選挙推進協議会 １年 古河 恵子

「平成２７年度 区民の会 本部役員」

部会名 役職 氏名 備考

区民の会 会長 丸山 正行 要改選

副会長 小櫻 景如 ＊要改選

自主防災会 会長 丸山 正行 要改選

副会長 小櫻 景如

副会長 藤田 宗久

環境整備交通安全部会 部会長 辻 正明

環境美化文化部会 部会長 花上 裕子 要改選

広報部会 部会長 川原 徳重 要改選 ６年担当

総務部会 部会長 丸山 正行

会計責任者 田中 真弓

特別委員会 委員長 丸山 正行

顧問

監査役 森 好生

２－４区民会議 ・・・・ 会長 丸山 正行
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平成２７年１０月１９日（月）及び１１月２日（月）の２回に亘りダイヤラン区の
敬老会を実施する事が出来ました。ダイヤランド区においては、当然初めての試み
でした。
この敬老会は、昨年まで函南町主催で熱海で行われていましたが、今年度より地区の
自治会に移管されたものです。（自治会が地区全体の敬老会対象者を担当しています）

実行に当たって、ボランティアで参加頂いた自主防災会本部の救護・給食の皆さん
に、感謝申し上げます。

そして楽しい一時を”皆で歌おう”で先導して頂いた”クリスティーナ三田さん”
何よりも、敬老会に参加された「１３５名」の招待者の皆様に感謝申し上げます。

ダイヤランドの今後につきましては、敬老会での会長挨拶において申し上げました
事を改めて強調し、これを約束します。

「区民の会」本会の目的として「ダイヤランドの住民が協力し、安心して快適に
住める生活環境を生み出し、守っていく事が本会の目的」《会報 設立準備会ニュース
第１号より》が掲げてあります。
我々を取り巻く環境の中で”高齢化の進行”は避けて通る事ができませんが、これに
挑戦し、楽しく健康にダイヤランドの地で人生を謳歌されている方々を見ていると、
１世代若い我々は、勇気と今後やろうとしている事への後押しをして頂いていると
思っています。

来年２月２６日には、セブンイレブン「ダイヤランド店」が開店します。これを
足掛かりに、この山間地を暮らし易い地域、災害時においても安心出来る地域とする
よう、多様な案を持って望んでゆきます。期待をして下さい。約束します。

ダイヤランド区敬老会２０１５
第１回目(右の写真）

開催日 ２０１５年１０月１９日（月）
場所 レストラン森の里
参加者 ６９名

ダイヤランド区民の会のホームページ
には、楽しい写真そして動画もあります。
インターネット接続出来る方は、ぜひ
ご覧になってください。

第２回目（左の写真）

開催日 １１月 ２日（月）
参加者 ６０名

３地区の地区別防災訓練時では、９月１日に「防災ニュース」を発行し、配布し
ました。内容は、「自助」にポイントをおいた「家庭での防災対策」です。
配布した資料の中で「備蓄品、非常持ち出し品について総点検しましょう」は、他の
地区の方々にも大変有用な情報と思いますので、本部に掲載の依頼をしました。
ご活用頂けると嬉しく思います。これは、静岡県地域防災活動推進委員会が企画し
静岡県危機管理部危機情報課が発行したものです。

３．ダイヤランド区敬老会を振り返って ・・・・ 会長 丸山 正行

４．防災必需品資料 ・・・・・３地区幹事 砂村 一彦
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５．玄岳だより ・・・・三島警察署丹那駐在所 竹内 良賢 氏
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広報部会は、「会報ダイヤランド区民の会の発行」と「区民の会のホームページの
運営」そして活動は鈍っていますが、「ダイヤランド大学の窓口」の３本を事業の柱と
しています。

川原が、広報部会を担当した当初（６年前）は、熟年者が多いダイヤランドでは、
インターネットを扱える方が少ないということで、できるだけ、ダイヤランドの正確
な情報を多く会員に伝えたいという気持ちで、年４回開催される「定例会」で報告
される内容を中心に特集を組みながら会報を作成してきました。

しかし、会報という「紙」で記事を残す方法より、「電子情報」として専用ホーム
ページを立ち上げて、そのサーバーの中で、記事を残す方が、安価で確実と思い
強力な協力者である９地区班長である「吉原さん」にホームページを作成して頂き
これまで、管理して頂いています。

それとともに、区民の会のホームページをチェックされる方も増えており、内容も
吉原さんのお陰で、充実して来ています。

一方、「区民の会」の活動も、活発になってきました。活動が活発になるにつれ、
活動費も増えてきます。そのため、限られた「区民の会」の予算の中で、多くの金額
を占めている広報部会の「会報」の発行費を削る必要が出てきました。

このような場合、連絡や報告そして打合せの強力なツールとなるのが、メールとイン
ターネットです。
メールとインターネットの利用は、連絡、報告、打合せの作業を、正確に、早く、
安価にそして情報の蓄積をすることができます。

私の仕事も、来年の３月に発行する「会報」で終了です。つまり、この平成２７年度
をもって次の担当者にバトンタッチします。私としては、早めにホームページを立ち
上げることができて、本当によかったと思っています。

来年度より、「会報」のページ数が少なくなると思いますが、ホームページを見る
方が増え、専用ホームページを十分活用して頂けると嬉しく思います。

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。
パスワートが異なります。

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）入力パスワート（４桁数字）とその有効期限

１７３９ ・・・２０１２年 １月 １日 ～ ２０１６年１２月３１日

１３５５ ・・・２０１５年 ９月 １日 ～ ２０２０年１２月３１日

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。
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