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7月 1日に自治会館の使用を再開します。使用には以下のような制限が 
ありますのでご注意下さい。 
・予約したグループだけの使用に限ります。 
・図書室、トイレだけの使用はできません。 
・予約にあたっては、使用制限、利用規則への同意書が必要です。 
・グループの使用にあたっては、密を避けるため、時間や回数、人数等の制限があります。 

・事務業務は平常どおり行っています。 
※詳細は「自治会館をご使用の皆様へ」、「自治会館再開についてのお願い（同意書）」をご覧くだ
さい。自治会館もしくはホームページに用意してあります。 
                  

 
 

    「自治会 50周年記念誌」編集チーム  中田 啓子さん 

まずは無事に完成し皆さまにお届けできたこと、スタッフ一同ほっとして
おります。思い返せば、第一回目のミーティングはなんと 2018年 6月。
当初、編集委員として 10名ほどに招集がかかったのですが、その後うやむ
やな時期が長すぎて一旦消滅。2019年半ばに小松元会長がこれはマズイ！
と再度集めた数名で再スタートしたもののエンジンがかからずまたまた頓
挫。今年になっていよいよお尻に火がつき、まさにコロナ禍の中で詰めの作
業を行うという際どいスケジュールでした。 
制作を通して感じたのは、「この街は自分よりも人のために動く人が本当に

多いなぁ」ということです。ですから取材ネタは無尽蔵にあり、そういう意味では本誌の構成は
とても楽な作業でした。また、通常こういった編集では、そもそも組織内のコンセンサスを得る
のに時間がかかるのですが、その点もスムーズ。自治会内の先輩各位、皆さん細かいことには目
をつぶって任せてくださる理想的な上司（笑）みたいな方ばかりで、温かく見守っていただきま
した。編集チーム内の役割分担も、厄介な市役所との交渉やデータ集め、ミーティングの書記と
校正、デザインや調整役と、得意分野をうまく活かせたと思います。 
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一方で、例えば歴史のページなどは、歴史に詳しい自治会員の方々で歴史探偵団みたいなチーム
を作りお任せすればもっと面白くなったかしらとか、自治会員かどうかを確かめずにワンコの撮
影をしてしまった（汗）など…悔やまれることはいくつもあります。 
 さらに大きな反省は、若手座談会の中での一文に使った「独居老人」という言葉です。これに
ついてご指摘をいただきました。地域の冊子にこのような言葉を使ったことで心を痛められた方
はもちろん、発言なさった方にも申し訳なく思っております。発言の本意は、将来、今の若手世
代が高齢になったらシェアハウスを作ってみんなで暮らしたいというもので、そこからさらに、
近隣に一緒に住みたいと思える仲間がいる、そんな自治会の温かさを汲み取っていただけたらと
の思いもあったのです。 

何しろ長丁場でしたから、ここには書けない裏話もたくさんありますが、忘れてならないの
は、撮影を一手に引き受けてくれたカメラマンの存在です。一年を通して人々の営みやイベント
を撮り続けた鈴木孝之さん、そして七里の美しい風景や人を撮ってくれた加田務さん、お二人が
いなかったらこの冊子は決して実現しなかったと思います。 
最後にメッセージとして、「地域と繋がれば暮らしは百倍面白い」という言葉を皆さんに贈りた

いと思います。私自身、仕事が忙しく、長いこと自治会に無関心だっただけにより強く感じるの
ですが、この冊子を読んで、どなたか 1人でも自治会に関わってみようかなと思ってくださった
ら幸せです！ 
       ＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾♫♫ 

 
行事体育                           ［三浦・岩城・廣田・平沢] 
本年の夏祭りは行いません。 

しかしコロナ禍の中、七里ガ浜自治会員を元気づけるためのイベントを企画しています。 
ぜひ、ご期待ください。 
防 犯                               ［高橋（行）・亀田] 

1. 令和 2年 5月末時点の鎌倉署管内の刑法犯の概要  
1.1刑法犯は先月 21件発生。本年累計 107件。昨年同期比-44件、増減比は-29.1％でした。 
1.2特種詐欺全体では累計 6件で増減数としては-22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先月発生 0件で本年累計４件、昨年同期比-18
件、増減率は-81.8％で被害総額累計約 724.5万円でした。 
また特殊詐欺（窃盗）キャッシュカード詐欺盗は本年累計 2件、前年同期比-4件で増減率 
-66.7％で被害総額は 270万円でした。 

1.3自転車盗は前月より 3件発生し本年累計 20件、前年同期比-14件、増減率-41.2％です。 
オートバイ盗は前月 0件、本年累計 3件となり、前年同期比+3件で増減比は無しです。 
空き巣については前月 1件発生して、本年累計 5件で前年同期比と同じです。 

忍び込みは前月 0件発生し本年累計 6件で前年同期比+6件で増減率無しでした。 
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 5月末） 
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2.1自治会内(七里ガ浜東、稲村ヶ崎 5丁目)での事件、事故の発生はありませんでした。 
しかし、近辺に於いては相変わらず詐欺電話が掛かって来ています。 

空き巣については西鎌倉近辺で発生が増加しています。必ず戸締りを忘れないでください。街
中で不審者を見かけたら 110番通報をしてください。 

2.2 新型コロナウィルスの感染拡大に乗じた詐欺、悪質商法に注意 
・発信元が分からない電話は、先月報告した「新型コロナウィルス関係」や「給付金関係」等
の詐欺電話と思われる場合が非常に多いです。ご自宅の電話を、留守番電話設定にしておくこ
とで、この様な電話を防ぐことができます。また電話を受けてしまった場合いは「家族と相談
します。」と言って一度電話を切って家族に確認、相談などをすることで防ぐことができます｡ 

2.3警察生活安全課(特殊詐欺対策)からの詐欺手口情報 
・キャッシュカードに切り込みを入れる手口 
警察官や銀行協会等を騙り、自宅を訪問し「このキャッシュカードは使えないようにハサミで
処分しましょう」と言って、キャッシュカード（ICチップや磁気ストライプ部以外の箇所）に
切り込みを入れ、高齢者を安心させだまし取る。 
・宅配業者を装い、個人情報を聞き出す手口 
宅配業者を装い「宅配伝票が雨で濡れて、読み取れなくて困っている。息子さんのお名前
は？」とだまし、翌日、聞き出した息子の名前を使い、オレオレ詐欺の電話をする。 

・特別定額給付金を装った封筒が郵送される手口 

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の「特別定額給付金」を装い、自宅に封筒を送り付
け、氏名、振込先銀行、店番号、口座番号、口座名義人、を記載させ、返信させる。 

・自動音声による前兆電話 
自宅固定電話に女性の声で「市役所です。コロナウィルスの件のアンケートにお答えくださ
い。」との自動音声が流れ、個人情報等の回答を求める。 

2.4 鎌倉市市民安全課より防犯グッズの借入更新 
 ・一般防犯腕章、防犯ベストそれぞれ 10本、10着今年度分入手 
 ・誘導灯（青色）は交渉の結果 5本入手 

 ・わんわんパト用腕章 10本、およびストラップ（わんわんパトスウィング 
ボーン）10個を入手。本年度わんわんパトロール隊員を募集して開始する予定です。  
募集方法については検討中です。必要数が多くなった場合は、ある程度追加可能です。 

防 災                                  [白瀧・小原] 
１．要支援者対策事業  応募継続中です！ 

5月「自治会だより」の防災協力員募集に対し、１５名（6/16現在）の方から応募頂きまし
た。未登録新任理事８人、今年度新規登録者７人を加え防災協力員総数２３２人（6/16現在） 

要支援者数：３６５人。  応募頂いた方、ありがとうございます。 
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２．自分・家族の命は自分で守る 
大切なのは近隣住民との共助関係構築。飲、食料の３日分の備蓄（食パン、菓子、缶詰等）。 

避難所への持ち出し品をリュックに準備。窓、家具の破損、転倒防止。コロナ対応（３密回避） 
みらいふる                                  [山下]  
7月 29日（水）10時 30分～12時 30分  第二地区フレイル予防   

場所 極楽寺公会堂 会費 1000円 
福祉                              [太田（明）・郡司・大澤] 
鎌倉市の要請を受けて、すべての福祉事業は以下のようにして少しずつ開催致します。 

安全に楽しむため、3密回避を自治会も配慮致します。皆様のご理解・ご協力をお願いします。 
予約受付 15人まで （電話にて自治会にお申し込みください） 
自治会館再開のルールにのっとり、マスク着用・人との距離を保つ・家で熱を測り、少しでも具
合が悪い場合はご遠慮ください。スリッパのご持参をお願い致します。 
机の配置は学校方式で向かい合わない様に致します。お弁当・お菓子等の食するものの提供は致
しませんが、水分は十分にとって頂けるように致します。 
●いきいきスクール 
7月 16日（木）10時～11時 無料 

コロナ自粛期間中をどのように克服したか、皆様の言いたい放題の場とします。愚痴大いに結構
です！ 皆さま、同じに大変だったことを共有しましょう。 
安全重視の観点で短時間の実施とするため、お弁当はありません。 
●いきいきサロン 

7月 28日（火） 13時 30分～14時 30分 無料 
加藤駐在の「ここだけの防犯の話」 いつ自分の身に降りかかるかわからない詐欺事件等、怪しい
と疑う意識を身近な事例を聞いて持ちましょう。 
●写経 

7月 22日（水）13時 30分～14時 30分 無料 
かもめサロン                                      
今年度より福祉部から独立したかもめサロンですが、お知らせは便宜的にこちらで致します。 

再開 7月 8日(第 2水曜日)より、毎週水曜日 12時～16時 使用料 100円のみ。 
自治会館再開のルールを遵守し、お越しの際は、ルールに同意されたと致します。密集を避ける
ため、常時 8人以下となる様にサロンで調整させて頂きます。（おひとり 2時間以内） 
お天気の許す日は、ガーデンも公開！ 

簡単かもめルール確認  
マスク着用・人との距離を保つ・体温が 37.5度以上の方はご遠慮いただく・おいしいコーヒ
ー・紅茶はしばらくお出しできません。飲み物は各自持参・ちょっとしたおやつはＯＫです。 
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環境                            [村谷・馬場・加田・小関]  
１．緑のプロムナード清掃の延期 

  ６月２１日実施の予定でしたが、市の清掃作業と時期的に重なるので９月ごろに延期しま
す。日程が決まり次第、便りでお知らせいたします。大勢の方の参加をお待ちしています。 

２．桜のプロムナードの西友側歩道の除草・清掃を有志の方の申し出で実施。（６月５日） 
  これ以外の場所でも作業器具・ビニール袋提供など協力いたします。 

３．公園愛護会活動再開のお願い 
  ３月より活動自粛して頂いておりましたが、６月１５日より再開しました。活動に当たって

はマスクの着用、手洗い、うがいの励行のほか三密での会話等の回避を講じてください。 
４．クリーンデイ一斉清掃 ７月１９日（日）（第３日曜日）自宅周りの清掃をお願いします。 

■5月～6月の住民協定が認可された案件 
・東 3-16-12-1  M様邸新築工事 工期：2020年 7月～11月 
・東 2-15-3      I様邸新築工事 工期：2020年 6月～12月 

スポーツ推進委員                               [桜井]  
七小地区スポーツ振興会主催健康体操：７月５日(日) １０時～１１時 30分  
場所：七里ガ浜小学校 体育館にて。 

講師：吉村由香様 椅子体操で認知症予防、肺炎予防、貯筋。持ち物 大判バスタオル  スリッパ 
 
事務局                                         

• 自治会費は約 2割のかたが金融機関からお振込み下さいました。ありがとうございまし
た。未収分の集金方法は、今後の情勢を鑑みながら改めてご連絡いたします。 

• コロナ禍による生活様式の変化で、ご近所トラブルが生じやすくなっているようです。 
自宅で過ごす時間が増え、窓を開け放ったりすることで、生活騒音が発生していません
か？ ちょっとした心遣い、思いやりをお願いします。 

昭和 43年（1968年）6月 26日は何の日かご存知ですか。（「自治会三十年の記録」より） 
地区委員が全員、西武の現地案内書に集合し、自治会創立準備委員会を開催。この委員会をもって自治会
創立総会に代えるものとして、ここに記念すべき「七里ガ浜自治会」設立を宣言した記念すべき日です。 

この同じ年に、七里ガ浜テニスクラブも発足しました。最初はアスファルトのコート 1面を造成、その後
昭和 56年～60年にかけて全面的に改修整備が行われ、現在の全天候型のコートに一新されました。 

☆七里ガ浜テニスクラブからのお知らせ『おしゃれなクラブ紹介サイト』ができました。 
右の QRコードから皆様を新しい世界へご招待致します。クラブ紹介サイトでは楽しく 

充実したテニスライフの一端を垣間見ることができます。テニスがはじめての方でも 

大丈夫です。老若男女スタッフが楽しみ方を伝授させていただきます。テニスを本格的 

にマスターしたい方には、コーチ指導によるテニススクールへも参加頂けます。  

 七里ガ浜テニスクラブ 
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Topics of the month  

■We will restart the Jichi Kaikan in July. There are some restrictions on its use. 

For details, please contact the Jichi Kaikan. 

■Publication of the 50th anniversary magazine 

■The program of this summer festival are currently under consideration. Please wait for a while. 

■The number of criminal offenses under the jurisdiction of the Kamakura police station has been 
around 2/3 of the previous year. The number of special frauds is decreasing but the total 
damage is increasing. No criminal law crimes or traffic accidents within the residents' 
association. That’s superb!  

■There was an application from 15 Emergency volunteers. 

■Cleaning activities of the green promenade has been postponed until September. 

■Welfare-related activities resumed. The Kamome Salon will be restarted on July 8th. 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
今月も、「自治会だより」をご覧いただきありがとうございます。 
西武百貨店渋谷店が開店したのも 1968年です。 

何かと思い出の多そうな 2020年も、もうじき半分が過ぎる。 

JULY
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 29 30 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 31 1

2 3

2020年7月

メモ

正福寺公園清掃

10:00～

正福寺公園清掃

10:00～

正福寺公園清掃

10:00～

東4丁目公園清掃

8:00～
健康体操＠七小体育館

10:00～11:30

東3丁目公園清掃

10:00～

かば公園清掃

9:00～

クリーンデイ

東５丁目公園清掃

9:00～
あざらし公園清掃

10:30～

注意：7月から自治会館利用が再開されました。感染拡大防止の為ルールを守ってご利用ください。

7月19日はクリーンデイ一斉清掃。自宅周りの清掃をお願いいたします。

各公園の清掃活動は当面は清掃後の団欒での三密にはご注意ください。

公園愛護会は新しい会員の参加を歓迎します。

いきいきスクール

10時～11時＠自治会館

自粛期間の克服方法や

言いたい放題の場

いきいきサロン

13:30～14:30＠自治

会館 加藤駐在「ここ

だけの防犯の話」㊙

写経13:30～14:30
＠自治会館

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

2000年「全国花のまちづくりコンクール」団体部門最優秀賞

「建設大臣賞」受賞。見に来てね！

うずら公園清掃

8:30～

かもめサロン再開

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

第二地区フレイル予防

10:30～12:30@極楽寺

かもめサロン

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

かもめサロン

再開します！


