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 新しい自治会長の高橋和也です。和也と書いて「かずなり」と読みます。嵐の二宮和也と同じ読み方 

ですが、顔は同じではありません。 

 「安心、安全、快適、そして子どもたちの  元気な声が聞こえるまち」七里ガ浜自治会ではそんな街をめざ

した自治会活動が盛んです。私は、自治会理事を中心に自治会員の皆さんが、積極的に、楽しく、自治会

活動に参加でき、安心、安全、快適に暮らすことができるまちをめざしていきたいと思います。そのために

私たち理事は皆さんの要望に耳を傾け、様々な仕事に立ち向かうと同時に、会員の皆さんにも色々なご協

力をお願いしていきたいと思っています。早速ですが、５月には災害時の支援協力員の募集を行います。

自治会は会員皆さんの支える力、街をよくしようという想い、私でも何かできるのではという想い、こういう思

いがあってはじめて自治会として機能すると思っています。                       続く ��� 

  

 

会長 高橋和也 東３ 商店会 武内郁 東３
白瀧弘 東３ みらいふる 山下すみ子 東２
太田治代 東３ 龍奈美 東５

総務 福嶋修 東４ 塚原華衣 東３
財務 小野沢一樹 東４ 百瀬龍輔 稲５

馬場俊一 東４ 齊藤公祥 東２
小関寛 東２ 百瀬昭男 東３
加田務 東３ 江上沙矢香 東４
村谷宏三 東２ 長光久美子 東５
太田明子 稲５ 瀧澤潔 東４
郡司順子 東５ 五十嵐昭次 東３
大澤泰子 東５ 小松春雄 東４
作佐部豊 東３ 桜井正利 東３
大平聡子 東４ 園部誠 東３
田中優子 東３ 安部聖史 東４
岩城興太 東４ 白石徳宏 東３
廣田幹典 東４ 渡部達弘 鎌２
平沢秀徳 東５ 磯崎華代 東４
三浦和則 東４ 水野里佳 東５
白瀧弘 （兼務） 青山由紀 東４
小原達美 東２ 龍奈美 （兼務）
亀田昭夫 東２
高橋行人 東３
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【書面による令和元年度総会開催】 

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、4 月 25

日（土）に書面による令和元年度総会が開催されま

した。総会員数 1,651 名中 1,307 の書面による表決

を行いました。定足数は 826 名です。 

 

1 号議案 平成 31 年度/令和元年度活動報告及び

決算報告・監査報告 

賛成 1,302 反対 ５ 

2 号議案 令和 2 年度活動計画（案）及び予算（案） 

賛成 1,299 反対 ８ 

3 号議案 令和 2 年度役員（案） 

賛成 1,305 反対 ２ 

第 1 号から第 3 号までの議案について、過半数 826

以上をもちまして可決されました。よって、4 月 26 日

より令和 2 年度（2020 年度）が始まりました。 
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そこでまず初めに「ホームページ」と「自治会だより」の改変にチャレンジします。会員の皆さんが、自治会

と、自治会の皆さんを身近に感じられるようなものをめざしています。 

 世の中が、コロナウイルスで機能不全に陥っている現状ですが、私を含めた理事、新人１７名を含めた４２

名がきっと会員皆さんの想い、それは「こうしろ、これやれ」という主張ではなく、「こうしたい」「こうなるといい

な」という想いがかなえられるように頑張ります。 

 

新体制による最初の理事会が５月９日（土）に

開催されました。会議はコロナウイル感染予

防のため自治会として初の TV 会議による開

催となりましたが、３３名の役員、事務局員が

参加致しました。会議で議論され決定した内

容を以下にご報告致します。 
 

■「夏祭り」に関して 

現状のコロナウイルスの状況を考え、例年の

様な形での夏祭り開催は中止とします。 

但し今後の状況を踏まえてSNSやホームペー

ジ等を活用した新たなやり方、具体的アイデア

に関して継続して検討していきます。 

 夏祭りのゴミ対策として検討してきた「プラごみゼロ活動」は今後も自治会活動の重要なテーマとして話し合いを継

続いたします。 
 

■「自治会だより」の配布、「回覧」に関して 

４月は本件を見合わせており、今後も緊急事態宣言解除と、それに伴う県及び市の休業要請緩和の流れを考慮

して再開の時期を検討していきます。「自治会だより」は掲示板（地区内 12 か所）と臨時掲示場所（郵便局・西友・

ココカラファイン・珊瑚礁など）および自治会ホームページにてご覧ください。 

今回の「自治会だより」は、戸別配布中止に関して会員の皆様への連絡の徹底が出来て 

いないというご意見をうけて、緊急的に配布する事といたしました。 

「50 周年記念誌」と共に以下の点を注意してお届けします。 

・配布の準備はコロナウイルス対策を実施して作業します。 

・戸別配布に関してもコロナウイルス対策を実施し、誰がどのエリアを担当しているかを 

トレースします。 

 

 

自治会ホームページ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■自治会費の集金に関して 

新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言により、例年４月末からの自治会費の集金を見合わせております。 

会員の皆さまの安全と感染防止を第一に、段階的な納入方法をご案内させていただきます。 

別紙「２０２０年度 自治会費の集金について（ホームページでも閲覧可能）」をご参照ください。 

■今後の自治会館の使用について 

現在閉鎖中の自治会館ですが、6 月以降は鎌倉市の方針に準じる予定です。5/29（金）頃までに、掲示板・ホームペ

ージでお知らせします。 
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■七里ガ浜高校校庭北側の防球ネット設置要望に関して 

本件の状況をご説明します。要望を受けて自治会としては高校側に対し①地域住民への説明会の実施②グラ

ンドに面する住民の了解を得る③自治会としてはグランドに面するお宅の意向を尊重する の三つの点をお願

いしました。高校としては現在コロナウイルスの状況を考え説明会を開催できる状況では無いため学校が平常

に戻った状態で出来るだけ早く行いたいという意向を確認致しました。 
 

■刑法犯減少も詐欺・悪質商法に注意（防犯） 

鎌倉署管内の刑法犯は本年累計 86 件（2020 年 1 月～4 月末）と昨年同期比 2/3 で推移しています。七里ガ浜

自治会域内での刑法犯罪及び交通事故の発生はありません。 

今後増加が懸念される、新型コロナウイルスの感染拡大に乗じた詐欺・悪質商法には注意ください。 

キーワードは「コロナ」、「特別給付金」、「助成金」等です。 

もし電話を受けてしまった時は「家族と相談します」と言って一度電話を切る事が大切です。 

不審者を見つけたら、鎌倉警察署（0467-23-0110）に通報。 
 

■防災協力員としての登録のお願い（防災） 

鎌倉市は災害時の避難に支援を要する方の「要支援者リスト」の整備を行っています。 

七里ガ浜自治会は 2015 年（平成 27 年）から鎌倉市と共同でこの事業を進めていく中で『防災協力員』を募って

参りました。今年度も『防災協力員』を募集致します。 

今年度の目標は 30 名です。皆さまのご協力をお願い致します。現在 203 名が登録されています。 

申込用紙は、別紙に掲載してあります。 「安全、安心のまちづくりは、近隣住民相互の助け合いから」 
 

■緑のプロムナードの清掃 6 月 21 日（日）10 時から実施（環境） 

注意：但し 6 月も自粛が解除されない場合は中止となります。 

日時 6 月 21 日（日） 10:00～11:30 （約 1.5 時間） 

雨天の場合は 翌週 6 月 28 日（日）同時間帯 

実施の際には、事前にチラシを掲示板に掲示し、プロムナード近隣の方には配布致します。 
 

■各公園の清掃活動に関して（環境） 

6 月から自粛が解除された場合は通常活動を再開します。解除されても当面は清掃後の団欒での三密にはご

注意ください。各公園の清掃日は 4 面のカレンダーをご覧ください。 
 

■4 月～5 月の住民協定が認可された案件（環境） 

・東 3-4-17  O 様邸新築工事 工期：2020 年 6 月～11 月 

・東 2-31-8  解体工事      工期：2020 年 4 月～5 月 
 

■さつき会生野實氏の「長崎原爆体験談とハーモニカ」と懇親昼食会 

（みらいふる） 

日時及び場所：6 月 30 日（火）11:00～14:00  自治会館 

申込み締め切り：6 月 23 日（火）厳守の事 

申込提出先：各班長    

注意：但し自粛が継続し、自治会館が閉館している場合は中止となります。 
 

■ホタル鑑賞会 中止 

コロナ感染予防のため、今年の自治会主催の「ホタル観賞」は中止にします。個人、家族での鑑賞については、

「広町の自然を楽しむ会」より注意喚起等のポスターが出ますので、そのルールに従って鑑賞して下さい。 

 

今年も鯉は気持ちよさそうに泳ぎました 
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Topics of the month 
■ To prevent the spread of the COVID-19, a general meeting of the neighborhood association 
was held on Saturday, April 25 on paper. All the topics for discussion were passed with a 
majority of more than 826. Therefore, the second year of Reiwa (FY2020) has started on 
April 26. 

■ Greetings from Kazunari Takahashi, New Chairman 
I would like to build up a town where residents can freely participate in the activities of the 
neighborhood association. (Please check our website to read the full message.) 

■ "Summer Festival" in view of the current situation of COVID-19, the annual summer festival 
will not be held the same way as usual.  

■ Distribution of "Jichikai-dayori (neighborhood news)" has been discontinued since April. 
"Jichikai-dayori" will be available on website and on bulletin boards nearby. We will continue 
to revise our website so it will be more enjoyable and useful. 

■ About Neighborhood association fee (membership fee): We will start the fee collection from 
June (bank transfer/ online transfer/ other) Please see the attached sheet for details. 

■ Crimes decreased, but beware of fraud. (crime prevention) 
■ We request the neighborhood members to sign up for “disaster prevention member 
registration”. Please check the attached sheet. (disaster prevention) 

■ Cleaning of the green promenade scheduled from 10:00 on Sunday, June 21 (environment) 
In case of rain, it will be postponed to next Sunday, June 28th.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

JUNE
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6

2020年6月

メモ

東4丁目公園清掃

8:00～

東3丁目公園清掃

10:00～～

東５丁目公園清掃

9:00～

あざらし公園清掃

10:30～

正福寺公園清掃

10:00～～

うずら公園清掃 8:30～

かば公園清掃

9:00～

正福寺公園清掃

10:00～～

正福寺公園清掃10:00～

長崎原爆体験談

とハーモニカ

11:00～＠自治会館

プロムナード清掃

10:00～11:30

注意： 6月も自粛が解除されない場合は全てのイベントは中止となります。

東２丁目公園清掃は各自都合の良い日時でお願いします。

各公園の清掃活動は自粛が解除後も当面は清掃後の団欒での三密にはご注意ください。

「長崎原爆体験談とハーモニカ」は自治会館が閉館している場合は中止となります。

毎年恒例のホタル観賞会は新型コロナウイルスの感染予防の観

点で中止となります。個人的にホタルを見に行かれる方の為に

ホームページで情報を発信致します。

クリーンデイ 8:00～


