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TOPICS!   七里ガ浜自治会トピックス 

 

（報告）会長選挙 
現会長小松春雄の 2 期 4 年満了に伴い公示しましたが、3 月 6 日締め切りま
した。立候補者が高橋和也氏のお 1 人でしたので無投票にて次期会長に選任
されました。（会長選挙規則 19 条） 

 

福祉 （中田・郡司・大澤） 

  ・自治会館の臨時休館に準じ、すべての催しをお休みしています。 

 

かもめサロン（鎌倉市七里ガ浜東 4-21-4，七里ガ浜眼科隣） 
毎週水曜 12：00～16：00、施設利用料 100 円、コーヒー紅茶 100〜150 円 
コロナウイルス感染拡大防止のため、3 月いっぱいお休みとさせて頂いておりましたが、4 月以降も

暫くの間お休みに致します。再開については、たより、自治会掲示板等でお知らせいたします。 

みんなで乗り切りましょう！ 

 

防災（白瀧・高橋（和）） 

1.自分の命は自分で守る 

➀近隣住民との人間関係醸成（日頃の挨拶、行事への積極参加）―共助 

➁2.飲・食料の最低３日分の備蓄（食パン、缶詰、魚肉ソーセージ、菓子等） 

➂家具、窓ガラス等の転倒・破損防止対応 

➃防災グッズ（ラジオ、消化器、火災報知器、懐中電灯、簡易トイレ）の準備 

➄火の用心 

2.その他の報告事項 

3 月 14 日 13：30〜から民生委員の方と防災担当で要支援者名簿の確認をいたしました。 

 

環境（村谷・馬場・小関） 

１）七里ガ浜自治会地区住民協定 

住みよい住環境を守る為、自治会内の土地を所有する方、これから所有する方全てに適用されます。

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。   

5) 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（新築・改築・解体工事）     

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て、環境対策委員が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をお願いいたします。   

   

クリーンデイ 毎月第 3 日曜日(４月 19 日) 朝 8 時から 8 時 30 分（雨天中止） 

ご近所の皆様方が声掛け合って自宅前の清掃をお願い致します。 
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● 2 月～3 月；住民協定に申請があり、認可された案件。 

   ・東 4-30-5 Ｎ様邸新築工事  工期；2020 年 3 月～8 月 

   ・東 4-30-7 Ｆ様邸新築工事  工期；2020 年 3 月～7 月 

   ・東 4-20-7 Ｉ様邸新築工事  工期；2020 年 4 月～9 月  

      ・東 4-23-4 Ｈ様邸新築工事  工期；2020 年 4 月～9 月 

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、生け垣の所有者も 

責任を問われる場合がありますので適宜剪定、伐採して頂くようお願いいたします。 
 

防犯 （高橋（行）・加藤・亀田） 

1. 令和 2 年 2 月末時点の鎌倉署管内の刑法犯の概要  

 

1.1 刑法犯は本年度累計 33 件発生して昨年同期比-24 件となり、増減比は-42.1％でした。 

1.2 特種詐欺全体では累計 3 件で増減数としては-10 件となっています。 

特殊詐欺（詐欺・恐喝）オレオレ詐欺等では本年累計２件、昨年同期比-11 件、増減率は-84.6％で被

害総額累計 199 万円でした。 

また特殊詐欺（窃盗）カードすり替え等は本年累計 1 件、前年同期比+1 件で増減比無しで被害総額は

20 万円でした。 

1.3 その他の刑法犯では自転車盗は本年累計 5 件のままで、前年同期比-6 件、増減率-54.6％と変化

していません。 

また自動車盗も本年累計 1 件のままで前年同期比＋1 件と変化が有りません。 

空き巣についても本年累計 2 件で前年同期比+1 件で増減率+100％のままでした。 

同様に忍び込みも本年累計 1 件で前年同期比+1 件のままでした。 

 

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 2 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。 

しかし直近での空き巣や忍び込みが発生しています。 

七里ガ浜１丁目や津西、西鎌倉などで複数の犯人により発生しているようです。 

全体的に犯罪発生は特殊詐欺も含め昨年より少なめ傾向になっているようですが、引き続  き注意が

必要です。 

 

2.2 第１４回鎌倉市防犯フォーラム出席の報告 

 

振り込め詐欺は催眠術～分かっていても騙される 
 

振り込め詐欺は一種の催眠術です。催眠術と同じ手法で騙されます。比較してみましょう。 

現金を回収するまでに平均６回電話がかかってきます。 （繰り返しの暗示） 

 

①あたりをつける （あなたはだんだん眠くなる） 

～まずいたわりの言葉「おばあちゃん、この前腰が痛いと言っていたけど最近大夫？」 

―この段階で１００人中９８人は電話を切るが、話に乗ってきた２人に対して 

 

②動揺させる（眠りが深―くなります） 

～トラブル発生「実はさあ～、お金が必要になっちゃって」 

―以前は「小切手を無くした」「会社の金を使い込んだ」などが多かったが 

最近は「痴漢で捕まり示談金がいる」「中絶費用が必要」など他人に相談しにくい理由が多い。 

 

③指示する（あなたは〇〇したくなります） 

～入金の誘導、入れ知恵「後で友人が取りに行くから渡して」「ATM で振込んで」 
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―以前は ATM からの振り込み誘導が多かったが、最近は「手渡し型」が多くなっている。 

「弁護士事務所の人が取りに行く」「友人が取りに行く」等 

 

④現金の回収（あなたは〇〇をします） 

― ATM からの振り込み、取りに来た人への手渡しなど 

詐欺グループの鉄則は「人に相談させない事」（いかに催眠状態を維持するか）です。 

「自分のことは冷静に判断できない」という人間の特性を巧みに利用していますので、 

詐欺のことを知っていても騙されます。 

 

防ぐには～いかにして催眠を解くか 
 

① 「あたり」の段階で防ぐ（自分で気づかせる） 

◉留守電の利用 

◉お金の電話がかかってきたら子息の携帯、警察署等、 

電話するところを受話器の上に張り付けておき繰り返し練習しておくと効果が大きいそうです。 

② 他人を介在させる 

◉背中をポンと叩いて催眠術を解いてくれる人の存在が大きな効果を上げます。 

日ごろからの隣近所とのふれあい、気軽に相談できる友人、自治会などが有効です。 

③金融機関、ATM 付近での声掛け 

～ATM 付近にて携帯で通話しながら操作しようとしているお年寄りを見かけたら 

「どうしましたか」と声をかけてあげることも効果があります。 

④地域相談力の強化 

～「気軽に挨拶し、何でも相談し合える、明るい自治会には犯罪が少ない」 

 

. 自治会防犯関係グループからのお願い 

 ※以下の文書掲載は今回を最後として次年度は、新たに防犯グループ内で対策を考えたいと思って

います。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のメンバーの 

高齢化などが進行してきており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           主な区域 

 １区 世話人 野崎安廣氏 稲村５丁目           31-2976 

 ２区 世話人 山本佑二氏 東２丁目            31-7629 

 ３区 世話人 土屋久吉氏 東３丁目            31-5284 

 ４区 世話人 清水誠一氏 東４丁目            31-5486 

 ５区 世話人 遠矢武男氏 東５丁目            32-1048 

 ６区 世話人 井上建雄氏 東５丁目 （バス通りの外側）  31-6099。 
 

みらいふる（敬老会）（花村） 

４月   ２日（木）１０：３０、定例役員会 三役・班長出席、自治会館２階 

   １３日（月） ９：３０、みらいふる鎌倉役員会、福祉センター         
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日時

～4/22

4/15
　①新地区委員に説明資料をポスティング
　②各家庭に総会資料をポスティング
　③クリアバッグにセットされた委任状を回覧

お仕事内容

　集まった委任状を自治会事務局窓口または、自治会ポストに投函

日時

4/26 　自治会館にて、配布物一式お受け取り

4/15
 ①ポスティングされた説明資料を熟読のうえ
 ②いずれかの方法で動画視聴
　A. 各自で自治会ホームページから視聴　B. 自治会館に来館して視聴

お仕事内容

２３日（木）１０：３０、みらいふる七里ガ浜定期総会 自治会館２階 

     ２４日（金）１４：００、みらいふる鎌倉総会、福祉センター 

２５日（土）１３：００、七里ガ浜自治会定時総会 自治会館２階 

３０日（木）１０：３０、三役会、自治会館２階 

3R 推進委員からのお知らせ（石川・清水・佐藤・中村） 

1. 第 4 回 3R クリーンステ-ション巡回行いました。 

◉3 月 10 日（火）午前 9 時より推進員と桜井顧問と令和元年度最後のクリーンステーション

巡回を行いました。東 1〜2 丁目のステーション巡回の全体を見て注意点は下記のとおりです。 

1. 全体的にきれいに出しいる所がおおかった。 

2. ビンは倒して出してください。 

3. ペットボトルは水曜日です。 

4. 生ゴミが 1 件間違って出していました。 

◉令和元年の巡回で一年を通してステーション最優秀賞は東 1 丁目の 1031 です。皆様の協

力と努力に感謝申し上げ14名の方々に3R推進員より心ばかりの品を贈呈させて戴きました。 

 

支部地区委員の方へ 

 現  支部委員・地区委員(令和元年度)の皆様へ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 新  支部委員・地区委員(令和元年度)の皆様へ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは説明資料にてご案内します。ご質問は事務局まで 

事務局 ℡. 31-5489 （平日 10-12 時 13-16 時 ・ 第２土曜 10-12 時） 

 

令和２年度 自治会費の集金について (コロナ特別対策)  

令和２年度の会費集金 … ４月 26 日以降～ 地区毎に 
① お釣り銭のないようあらかじめご用意ください（3,600 円） 

② 来月の自治会だよりと一緒に配布するジップ式ビニールに、支部地区番号 

（または住所）と名前を書いて地区委員にお渡しください。 
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七七支援隊より 

東日本大震災発災から９年がたちました。七七支援隊は恒例となった七ヶ浜でのお餅つきや各種行事に参

加させて頂き、継続的な交流を重ねさせて頂いております。 

そして、昨年のタンカー事故により極少量での販売となった「七ヶ浜産 焼き海苔」ですが今年は再び皆

様に販売できる運びとなりました。 

また、震災から見事に復活した田んぼで収穫された「しちがはまい 七ヶ浜米」を限定販売させていただ

きます。仙台平野の一角である七ヶ浜産の美味しいお米をぜひお試しください。 

  

 ●七ヶ浜産 焼き海苔：1 帖/450 円  しちがはまい ２KG /1800 円 ※税込み 

 ●販売日  4 月 4 日（土）・11 日（土）10：00～15：00 

 ●場 所  七里ガ浜自治会館前 

 

かもめサポート 

発足以来５年が経ち、皆様に便利にご利用頂いている「かもめサポート」です。今まで出来ていたことが

出来なくなったと色々なことでお声がけを頂き、地域のサポーターが我が事のように活動しています。感

謝して頂く事で士気も上がります。最近は草取りが主ですが、堆肥の運搬、電球やカーテンの取換え、水

槽のお掃除等多岐にわたります。これからは雑草が元気になる時期、早めの処理をお勧めいたします。 

３０分５００円/１人のサポートです。新規の方は、事務局に申込み用紙を用意してあります。 

気軽にお声がけください。 

 

アルミ缶は資産ごみ 

 自治会ではアルミ缶《スチール缶は集めません》を集めています。毎週火曜日に資源ごみとして出すの

ではなく、自治会の裏のあきカン置場に持ってきてください。業者さんに引き取ってもらい、自治会の資

産になります。ご協力お願いします。又毎週火曜日９時から空き缶つぶしを行っています。こちらもご協

力お願いします。つぶすのは機械なので力は必要ありません。是非参加して下さい。 
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