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1．令和元年度定時総会
日時：４月２５日（土）１３時より
場所：自治会館２階会議室
詳細は議案書と共に関係書類（委任状含む）を後日ご案内します。
万が一総会にご出席できない場合は委任状の提出を地区委員または事
務局宛にお願いします。

２．選挙管理委員の決定（提案）
現会長小松春雄氏の２期４年の任期満了に伴い、選挙管理委員会を設置
し、２月８日の理事会に提案し、決定されました。
選挙管理委員長 小田恭平氏 委員 清水誠一氏、小野 豊氏、大島完
子氏、滝沢 修氏、高西利枝氏
第一回 選挙管理委員会（予定） ２月１５日 １４時から１５時

３．「男性の料理教室：講師中村禮子氏」大盛況！
本年度第２回目の同教室が２月９日開催され、①カレイの煮付け、②牡
蛎の土手鍋、③厚揚げと茄子の中華風、④大根の浅漬けに腕を振るいま
した。
男性が真剣な面持ちで土鍋料理、厚揚げ等に挑戦し、完成後楽しく料理
を肴に歓談しました。
参加者：男性１7 人、アシスタント６名 計２3 名

七里ガ浜自治会カレンダー 2020 年 3 月
かもめサロン「おひな様デー」開催

1

日

11:00～14:00

19

木

10:00～

いきいきスクール「気功と太極拳」

24

火

13:30～

いきいきサロン「七里ガ浜寄席 part３」

25

水

13:30～

写経

28

土

13:30～

ワークショップ『出口さんと作って遊ぼう、竹とんぼ』

29

日

桜まつり

＊中止

＊ 新型コロナウイルスの感染拡大が続く状況下、残念ながら本年の桜まつりを始め、3 月中の自治会イ
ベントは中止とさせて頂きます。
現状の防止策は、①手指アルコール消毒、②うがい励行、③マスク着用 等です。
鎌倉市は既に主催行事の当面中止、横浜 FM 主催のマラソン中止、東京マラソンは、招待選手のみ参
加が決定されております。また 2 月 25 日現在、神奈川県鎌倉保健福祉事務所管内(三浦、逗子、葉山、
鎌倉)でコロナウイルスに感染した 50 代男性が報道されております。
桜は咲きますので、桜のプロムナードでお楽しみ願います。
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（中田・郡司・大澤）

１） いきいきスクール （毎月第３木曜 １０：００～１２：３０）
・2 月 20 日：大瀧初子さんのご指導で、楽しくフラダンスを踊りました。
かもめサロン（鎌倉市七里ガ浜東 4-21-4，七里ガ浜眼科隣）
＊ 新型コロナウイルスの感染拡大が続く状況化、本年の桜まつりを始め、3 月中の自治会
イベントは中止としております。かもめサロンも感染が懸念されますので、当面の間、
お休みとさせて頂きます。楽しみにされていらっしゃる方が多いため大変残念ですが、
再開のめどが立ちましたらたより及び自治会掲示板にてお知らせいたします。
みなさまも、くれぐれもお気を付けください。

生活文化（安部・大平）
「第２回 男性のお料理教室」
2 月 9 日(日)11 時より、17 名のご参加をいただき実施いたしました。
今回は、牡蠣の土手鍋・カレイの煮付け・厚揚げとなすの中華風・大根の浅漬けを作りました。お
料理の後は、美味しいお食事と美味しいお酒をいただきながら親睦を深めました。
ご出席いただきました皆様とお手伝いしてくださった皆様方に心から御礼申し上げます。
「堆肥無料配布」を実施します
３月 9 日（月）から２1 日（土）までの２週間、堆肥の無料配布を「いるか公園」東側にて
行います。取りに来られない方は、かもめサポート（有料）をご利用ください。
1 袋４５ℓを２袋５００円でお届けできます。自治会事務局（℡31-5489）までご連絡ください。
「製品プラスチックは、第２金曜日」
ザル、ハンガー、ハブラシ、プランター、バケツ、CD と CD ケース、ビデオテープなどは
プラゴミ（容器包装プラスチック）毎週火曜日ではなく製品プラとして第 2 金曜日に。

防災（白瀧・高橋（和））
１.

防災用品購入
アルファ米、飲料水、バルーン投光器等の購入ー
防災中核拠点拠点の自治会館隣接のいるか公園内防災倉庫内に保管

２.

「自分の命は自分でまもる」
ア. 近隣相互の人間関係づくり。
（日頃の挨拶・行事への参加）
イ. 飲・食料の一人３日分の備蓄（パン、缶詰、魚肉ソーセージ、菓子等）
ウ. 防災グッズ（懐中電気、ラジオ、消火器、簡易トイレ等）
エ. 家具等の転倒防止
オ. 火の用心

みらいふる（敬老会）（花村）
３月 ５日（木）１０：３０、定例役員会 三役・班長出席
１８日（水）１１：００、懇親会 自治会館
『かまくら五人姉妹』(代表 松木祐子さん)演奏と合唱
11：00～食事、12：00～演奏と合唱
２６日（木）１０：３０、三役会 終了後全員で総会資料を作成します。ご協力お願いします。
４月２３日（木）みらいふる七里ガ浜定期総会１０：３０～ 自治会館２階集会室
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２４日（金）みらいふる鎌倉総会１４：００～ 社協２階講堂
２５日（土）七里ガ浜自治会定時総会１３：００～ 自治会館２階集会室

環境（村谷・馬場・小関）

クリーンデイ

毎月第３日曜日(3 月 15 日)
朝８時から８時３０分（雨天中止）
道路脇の雑草も除草し綺麗な七里ガ浜の街にしましょう。

●桜のプロムナードのベンチを一台補修（２月１１日）
ベンチの板を新品に交換して、グリーンに塗装し、いるか公園前付近に設置しました。
今後他のベンチにつきましても順番に補修していきます。
ひと時の休憩にご利用ください。
●公園愛護会の清掃日程
東２丁目公園 各自の都合の良い日

8：00～

正福寺公園

毎月 10,20,30 日

かば公園

毎月第４日曜日

9：00～

10：00～

東３丁目公園

毎月第２月曜日

10：00～

東４丁目公園

毎月第１日曜日

8：00～

うずら公園

毎月第３日曜日

8：30～

東５丁目公園

毎月第２日曜日

9：00～

あざらし公園

毎月第２日曜日

10：30～

公園愛護会は新しい会員の参加を歓迎します。

※今月より七里ガ浜自治会内における、新たに住民協定の建築申請があり、工事着工した計画を
掲載することになりました。普段から近隣住民から自治会に、工事に関する問い合わせが多々寄
せられていて、その住民の関心にお応えするものです。また住民協定の認知度が高くなることを
期待するものです。

●令和 2 年 1～2 月に申請・認可した計画
住所
工事名称
工期
用途
1）東 4-28-10 東 4 丁目の家新築工事 2020.2～2020.5
一戸建ての住宅
2）東 4-23-1
Ｎ様邸新築工事
2020.3～2020.7
一戸建ての住宅
3）東 4-37-21 七里ガ浜東 4 丁目 1 棟 2020.1～2020.4
一戸建ての住宅
4）東 2-24-2
Ｈ様邸新築工事
2020.3～2020.7
一戸建ての住宅
・詳細につきましては事務局経由、環境対策委員会にお問い合わせください。
１）「七里ガ浜自治会地区住民協定」
当自治会地区は住みよい住環境を守る為、住民協定があり、自治会地区内の土地を所有する方、
これから所有される方すべてに適用されます。
1) 造成されている宅地を分割(細分化)しないこと。
2) 造成されている宅地の形質変更(土盛り、かさ上げ等)をしないこと。
3) 宅地内に建設する住宅は二世帯以内、二階建てを限度とし、できるだけ屋上を設けないこと。
4) 宅地内には、共同住宅(アパート、マンション、尞等)を建てないこと。
● 解体工事を行う場合も届出が必要です。工事の作業時間遵守について
自治会では新築・改築・解体工事に際して協定書を取りかわしており、その中には作業時間を
「午前８時３０分より午後５時まで」と明記し「日曜日、祭日は休日」としています。
この枠を越えての作業に対しましては、環境対策委員の方で注意しておりますが、万一ご近所で
お気づきの際には、現場の方に注意の声掛けにご協力お願いいたします。
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２）「道路にはみ出している生垣」
歩行者や自動車の安全確認に支障が出ています。
事故が発生した場合、はみ出した生け垣の所有者も責任を問われる場合が
ございますので適宜剪定、伐採して頂くようお願い致します。
道路の舗装 の傷んだ箇所がある場合は自治会事務局へ連絡下さい。市へ補修を申し入れます。

防犯（高橋（行）・加藤・亀田）
1.

令和 2 年 1 月末時点の鎌倉署管内の刑法犯の概要
1.1 刑法犯は前年末から２０件発生して昨年同期比－１件となり、昨年との増減比は－４．８％で
した。
1.2 特殊詐欺（詐欺・恐喝）は前年末からの－３件となり、本年累計は０件で昨年同期比－３件
となり－１００％減で被害総額累計０万円でした。
また前月職権盗と表現していた特殊詐欺（窃盗）は本年累計 0 件、前年同期比 0 件で、
増減比－１００％で被害総額は０円でした。
特種詐欺全体では累計０件で増減数としては－３件となっています。
1.3 その他の刑法犯では自転車盗難が本年累計 3 件となり、前年同期比 0 件で増減率+0.0％と
相変わらず増え続けています。また自動車盗が 1 件発生して前年同期比＋1 件となりました。
空き巣については本年累計 2 件で前年同期比+1 件で増減率+100％でした。
また忍び込みは本年累計 1 件で前年同期比は＋1 件となりました。

2. 七里ガ浜自治会域内での刑法犯罪、交通事故等（令和 2 年 1 月末）
2.1 当自治会内での事件、事故の発生は幸いなことにありませんでした。
昨年 1 年間の鎌倉署内の事件を総括すると刑法犯認知件数は３４１件（－１００件）、特殊詐欺５
３件（－７件）
、この内訳はオレオレ詐欺１７件、架空請求 5 件、還付金詐欺１５件、窃盗（カー
ド）１６件でした。 犯罪阻止状況は１２件ありました
2.2 前月予告した裁判所を使った「架空請求詐欺」について以下に報告します。
「少額訴訟制度」を利用した裁判所経由の架空請求詐欺が増加しています。手口は下記の通りです。
簡易裁判所から「特別送達郵便」で封書が届きます。
中身は「訴状」
「少額訴訟の呼び出し状」
「答弁書」です。
本物かどうかの見分け方
❶ 「訴状」に印紙が貼ってある（１０万円につき１０００円）
❷ 「呼び出し状」に事件番号、事件名が記載されている
❸ 答弁書が入っている
上記②が無ければ偽物ですので無視してください。
❹ 振込先の口座番号、裁判所以外の電話番号に至急連絡等の記載があるものも偽物です。
絶対に振り込んだり、電話をしないで下さい。
❺ 本物の場合の対応（必ず何らかの行動を起こす事。無視は絶対だめ）
①２週間以内に「答弁書」を提出（
『架空請求詐欺と思われます』等）するか、
簡易裁判所に確認する。鎌倉簡易裁判所は TEL０４６７－２２－２２０２。
「答弁書」を提出した時点で詐欺グループは訴状を取り下げます。
② 判断がつかない場合は市、県の相談窓口、消費者センター、警察等に必ず２週間以内に
相談してください。
❻ 上記➄の対応をしない場合、詐欺グループの請求金額が確定してしまい、支払義務
が発生し、場合によっては財産差し押さえ等の強制執行になることもあります。
（少額訴訟制度とは）請求金額が６０万円以内の訴訟につき、簡易的な手続きで、短期に確定判決
が出るように設定された訴訟制度。
「訴状」、
「答弁書」は簡易裁判所のウエブサイトからダウンロー
ドできる。主に友人間の貸し借り、敷金の返還請求、売掛金の回収などに使用される。
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2.3 第１４回鎌倉市防犯フォーラム出席の報告
２月２日、市内３３地区、８７人の出席で第１４回鎌倉市防犯フォーラムが開催されました。
松尾市長、大船警察署長の挨拶に続き、法政大学心理学科、越智教授から基調講演「地域の力で振
り込め詐欺を防ごう」があり、心理学からみた詐欺犯罪の解説をして頂きました。
第二部では岩瀬町内会、山ノ内明月会町内会、大船町内会の防犯活動の紹介、第三部で鎌倉学園イ
ンターアクト部の「地域防犯活動に参加して」の発表があり、有意義なフォーラムとなりました。
基調講演の内容につきましては次回報告致します。
3. 自治会防犯関係グループからのお願い
自治会内の最近の防犯活動現状の打ち合わせで、現在活動している各グループメンバーの高齢化
などに伴い活動に支障がではじめているとの報告があり、何とかして活性化する必要があることが
わかりました。従い、以下の活動グループの人員を当面募集して行きますので自治会に個人、グル
ープで参加希望等のご連絡をお願い致します。または以下の世話人（3.2）にご連絡願います。
3.1
青パト隊（車への青色回転灯装備した自主防犯パトロール隊）
自治会経由当該警察署への申請をして、所有の車両を登録し、青色防犯パトロール講習を受講して
証明書の公付を受ける必要がある。
（これ以外にも若干の条件が別途あります）
3.2
拍子木隊（現在地域別に 6 班で活動）
現状は地域によっては人員不足により活動が縮小傾向にあります。
それぞれの地域住民の有志により構成されており、個人の都合による活動の量、範囲など自由度が
かなりありますので、個人あるいは仲の良いグループでの運動や散歩などコミュニケーションを図
る場としても良いと思いますので是非ご参加をお待ちしています。
現在活動中
１区 世話人
２区 世話人
３区 世話人
４区 世話人
５区 世話人
６区 世話人

野崎安廣氏
山本佑二氏
土屋久吉氏
清水誠一氏
遠矢武男氏
井上建雄氏

主な区域
稲村５丁目
東２丁目
東３丁目
東４丁目
東５丁目
東５丁目 （バス通りの外側）

31-2976
31-7629
31-5284
31-5486
32-1048
31-6099

商店会よりお知らせ（武内）
さる 1 月 25 日、恒例の「桜プロジェクトフェスティバル・おでん広場」を開催しました。
天候に恵まれ多くの方々がご来場くださり、おでんや熱燗を楽しんでおられました。
おかげさまで無事に完売となりましたこと厚く御礼申し上げます。また、パネル展示や講演会な
も行い、プロムナードの桜の現状や保護活動状況などを広くお知らせすることができました。
なお、桜プロジェクト基金募金箱へ皆様より 14,438 円ものご寄付を賜りました。
ご厚情に心より感謝致しております。肥料購入など、謹んで桜保護に役立ててまいります。

3R 推進委員からのお知らせ（石川・清水・佐藤・中村）
1 月 28 日（火）腰越学習センター14 時より廃棄物減量化等推進委員第 4 回会合に参加。
将来のごみ処理体制について、鎌倉市の方針として将来的には焼却施設を建設せずにゼロウエイ
トを目指してごみの減量資源化を進める方向に方針転換を行うことにしました。
今後のごみ処理体制の基本的な考え方として生ごみと紙おむつの資源化、事業系ごみは登録再生
利用事業者へ。生ごみ以外の可燃ごみの委託処理、全量資源化を図る。
2 市１町（鎌倉市、逗子市、葉山町）で合意できれば広域連携で焼却施設を利用処理を行う。
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（龍）

● 卒業生/入学生へのお祝い贈呈
今年 3 月に小学校を卒業する 6 年生、および 4 月に入学される 1 年生の皆さんに
子ども会より記念品をお贈りします。別添の回覧用紙に必要事項をご記入下さい。
4 月中のお届け予定。Ｅメール、電話でも受け付け。
（7kodomokai@jcom.zaq.ne.jp または ☎31-5489 まで）

メール送信画面が
立ち上がります

七里ガ浜テニスクラブより
『小学生向け春休みコート開放レッスン』
春休みの一日、恒例となりました子供レッスンを開催いたします。小学生の方々にコートを開放
し、テニスの楽しみを体験していただきます。テニスが初めての君や毎回楽しみにしてくださっ
ている皆さん、どうぞお気軽にご参加ください。
日 時：３月 30 日（月）9 時 15 分受付 ９時半～ 11 時半 ※雨天中止
（申し込み人数が多い場合は、クラス分けをして時間を区切って行う場合があります）
対 象：七里ガ浜自治会員家庭の小学生
参加費：無料
場 所：七里ガ浜テニスクラブ 第１コート ※自動車、自転車でのお越しはご遠慮ください
申込み：クラブハウス内の掲示板に記入、当日受付不可
持ち物：水筒、帽子、ラケット（貸出あり：ない方は用意しますのでお申し出ください）
お問い合わせ先：七里ガ浜テニスクラブ ３１－９４００ 担当 小松原 ３１－７７０１

事務局より
● 自治会館前のポール時計について
古時計を修理しました。修理にあたった方によると、バッテリーや部品が廃盤になっているた
め、今後の修理は不可能とのことです。
● ちょっといい話
自治会員のある方が、道に迷って困っていたところ、通りかかりのかたに助けて頂いたそうです。
その方へぜひお礼を申し上げたいとのことでした。

