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アルコール除菌、拭き掃除、椅子の間隔
などなど、出来る事は全てやり、様子を
見ながら皆さんと協力していい空間にし
ていきたいと思います。 
いきいきスクールでは、まだ運動ではな
く、お目にかかることを目的に、自粛期

間中の過ごし方などの話をしました。話題は多岐にわたり楽しく過ごしました。まだご参加が少
なく、次回のご予約を期待したいです。 （写真左：7/15かもめサロン 写真右：7/16いきいきスクール） 

 

行事体育   「七里ガ浜を花火で彩る企画」発表！       ［三浦・岩城・廣田・平沢] 
８月１６日(日)２０:００時から数分程度の小規模な「打ち上
げ花火」を行います。 
これに合わせて各ご家庭に於いても花火を楽しんで頂きたく、
手持ち花火を事前に配布致します。 

上記日程に合わせ、ご家庭用花火にて花火大会にご参加頂き、
地上からも七里が浜を彩りたいと考えます。 
花火の配布は数に限りがありますので先着順となります。 
無くなり次第終了となります。 

新型コロナに負けないよう、七里ガ浜を元気付けるための企画
です。是非、「七里ガ浜を花火で彩る企画」にご協力願えれば
幸いと存じます。 
花火の打ち上げ場所については、今般のコロナ対策から、非公
開とさせて頂きます。強風などコンディションが悪い場合は打
ち上げを中止と致しますのでご了承願います。 
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自治会活動再開！ 

News from Shichirigahama Town Community 

  花火引換券 先着順となります 

 

 

切り取り線 

引き換え期間：8月 3日（月) ～ 8月 7日（金）  
引き換え場所：自治会館 10：00－12：00／13：00－16：00 

http://residents.7rigahama.com/
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防 犯                               ［高橋（行）・亀田] 

1. 令和 2年 6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 33件発生して、本年累計 140件となり昨年同期比-44件、増減比は-22.7％で
した。 
1.2特種詐欺全体では先月 4件発生して、累計 10件、前年同期比-19件となっています。 

特殊詐欺（主な手口＋その他の手口）は先月 2件発生で本年累計 6件、昨年同期比-17件、増減
率は-73.9％で被害総額累計約 1,076万円でした。 
また特殊詐欺（キャッシュカード詐欺盗）は、月 2件発生して、本年累計 4件、前年同期比-2件
となり増減率-33.3％で被害総額は 420万円でした。 
1.3その他の刑法犯では自転車盗は前月 8件発生し本年累計 28件となり、前年同期比-16件、
増減率-36.4％となりました。一方オートバイ盗、空き巣、忍び込み等は前月発生無しでした。 
 
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 6月末） 
2.1当自治会内(七里ガ浜東、稲村ヶ崎 5丁目)では先月 3丁目で特種詐欺が発生しました。 

正式被害届は出ておりませんが、実質 100万円の被害が発生しました。  
近辺に於いては相変わらず詐欺の前兆電話が掛かって来ていますので注意が必要です。 
 ★★車道上で保護者が付いていない子供のスケートボード、キックスケーター等による通行や
遊びに対して危険、騒音等による警察への通報が増えています。 是非これらによる事故の起こ
らないうちにご家族で話し合って善処をお願い致します。★★★★ 

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、「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く、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。 
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・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 わんわんパトロール隊人員募集開始！！ 

「わんわんパトロール腕章」、「わんわんパトストラップ」をつけて犬の散歩を
して頂ける方を各丁目毎に当面 2組を目標に募集いたします。 
犬の散歩の際に腕章・ストラップをつけて頂き、地域内の犯罪抑止力を高める
ことが主な狙いです。 申込は自治会事務局まで！！ 
 
防犯パトロール、防犯活動のお願い          ［七里ガ浜小学校 校外委員会より］                     
日頃、児童の安全についてご協力をいただきまして、ありがとうございます。 

さて、このところ幼い子供がいろいろな被害にあう事件が連続して起こっています。鎌倉市内に
おきましても、児童・生徒に対する悪質な犯罪が後を絶ちません。また、交通事故による被害も
憂慮されます。学校・家庭・地域が連携して、こうした犯罪から子供たちを守っていきたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。 
登下校時刻にあわせて以下のご協力をお願いします！  

登校時間  （７：５０～８：３０）  

下校時間帯 （１３：２０～１６：００）  
・ご自宅の玄関先のお掃除 ・窓越しやベランダでの見守り ・犬のお散歩 ・お買い物 ・園児の
送迎、会社出勤の際の見守り ・お洗濯物干し、取り込み・・・など 
不審な車や人物を見かけたら、すぐに警察と七里ガ浜小学校へご連絡ください！ 

鎌倉警察    ℡ （２３） ０１１０ 
七里ガ浜小学校 ℡ （３２） ４１０２ 

＊保護者の方は、お子様が一人になる地点まで出迎えるとお子様も安心です 

＊防犯ブザーが作動するかどうか、日常的に確認をしてください 
 
防 災                                  [白瀧・小原] 

1. 要支援者対策事業 
 ア. 防災協力員募集を継続しています。 
 イ. 要支援者、防災協力員の情報を記載した災害ブロック別（30ブロック）マッチングリス

トの当該者への配付は９月中旬を予定しています。（例年どおり） 
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2. 自然災害から自分、家族の命を守る！！ 
  ―「自助、共助」体制は万全ですか？ ― 

 ア. 共助 
   近隣住民との助け合いが極めて重要です。日頃の挨拶、付き合いを通して人間関係を深め

相互扶助関係を構築しましょう。 
 イ.  自助 

   ①飲・食料の３日分の備蓄（パン、缶詰、即席めん、魚肉ソーセージ、菓子等） 
   ②持ち出し貴重品をリュック等にひとまとめにして準備 
   ③窓・家具等のテープで強化、転倒防止 

   ④マスク、ヘルメット、軍手、タオル、履きなれた運動靴・スニーカ
ー、ラジオ（FM付）、懐中電灯、簡易トイレ等準備 

3. その他 
 ア.  毎年実施している７小ブロック合同防災訓練はコロナ対応により中止 
 イ.  7/19 10:00～１2:00七小ブロック自主防災の事務局会議（出席者；自治会長、防災担当

の３名） 
 
福祉                              [太田（明）・郡司・大澤] 

しばらくの間、以下のルールでゆっくり行っていきます。 
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） 
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 

8月 20日（木） 10時～11時       無料     
ヨガ  講師： 山下真由さん 

●いきいきサロン 

8月 25日（火） 13時 30分～14時 30分  無料 
健康福祉部市民健康課栄養士さんのお話し 

●写経 

8月 26日（水） 13時 30分～14時 30分  無料 
敬老の日のお祝い 
敬老の日のお祝いの申し込みを受け付けます。コロナの影響で回覧を取りやめていますので、自
治会館に申し込み用紙を用意します（代理申し込み可）。また、お越しになれない場合は、お電話
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（31-5489）または FAX（31-5516）でも受け付けます。敬老の日、9月 21日時点で 80歳以
上の方はお申し出ください。8月 20日(木)が申込み締切りです。お変わりないかの確認にもなり
ますので、ぜひぜひお申し込みください。※8/9－8/16は自治会館夏季閉鎖の為ご注意下さい。 
かもめサロン                                  

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、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ので、お飲み物のご持参をお願いします。 
＊しばらくの間、ワークショップ等のイベントは自粛致します。 
環境                             [村谷・馬場・加田・小関]  
１． 緑のプロムナード清掃を 8月 1日（土）（10時～11時半）実施します。 
（注意：6月の自治会だよりでは、9月ごろに延期とご連絡致しましたが日程が変更しました） 

市の業者が、生垣の中の除草作業を行ったので（7月 11・12日）、生垣外の歩道・Ｌ字溝
などを中心に除草・清掃を行います。皆様の参加をお願いいたします。  

雨天の場合は翌日 8月 2日（日）同時間帯。 
２． 自治会の掲示板の老朽更新と一部既存掲示板のアクリル引戸の交換（7月 

２日・5日）テニス通りと郵便局通りの交差点に設置している掲示板を老朽更新しまし
た。アクリル引戸付き・マグネットタイプ・アルミ支柱掲示板に変更しました。また、桜
のプロムナード脇駐車場入り口横の掲示板の引戸が白濁して見づらくなっていたので引戸
のみ交換しました。  

■6月～7月の住民協定が認可された案件（環境対策委員会） 
・東 2-31-8 S様邸新築工事 工期：2020年 7月～11月 
・東 2-31-1 K様邸新築工事 工期：2020年 7月～12月 

子ども会                                  [龍・塚原]  
本年のラジオ体操は、残念ながら中止です。 
事務局                                 

自治会館の夏季閉館について 
8/9-16：全館閉館  8/11-14：事務局休業 
 

今月の豆知識  自治会夏のイベントの歴史                            
1972年(昭和 47年)8月 19日に行われた『子供納涼の夕べ』がその起源の様です。夕方 5百人
近い人が集まり、約 2時間、遊技やゲーム、歌などを楽しみ、最後は花火を打ち上げて夏の夕べ
を過ごしたとあります。               （「自治会三十年の記録」より） 
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Topics of the month  

 Fireworks display will be held from 20:00 on Sunday, August 16th.  

 Participation of the cleaning activities on the green promenade will be welcomed. From 10:00 
on Saturday, August 1, postponed on August 2 in case of rain  

 Fraud cases occurred in the neighborhood last month. Damage of 1 million yen occurred. 

 Please cooperate with the crime prevention patrol by taking a walk with your dog when 
elementary school students go to or leave school. 

 Heavy rains are pouring in various places. It is important to help each other in the event of a 
disaster. Please deepen your relationships with neighbors through daily greetings. 
 

♫♫ 本年度よりトピックスを英文掲載しています。♫♫ 
カレンダーの文字が小さくて読みづらい方はホームページで見てね。 

スマートフォンやパソコンで文字の拡大ができます。しかもカラーです。http://residents.7rigahama.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。♪♪
1972年は札幌五輪が開催された年です。2020東京オリンピック開会式
が 7月 24日に予定されていたことが随分過去の話の様に思われるのも
コロナの影響かな。 

AUGUST
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

26 27 28 29 30 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 31

2020年8月

メモ

東4丁目公園清掃

8:00～

東５丁目公園清掃

9:00～
あざらし公園清掃

10:30～

うずら公園清掃 8:30～

クリーンデイ 8:00～

かば公園清掃

9:00～

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

12:00～16:00

かもめサロン

12:00～16:00

いきいきスクール

10:00～11:00
＠自治会館

ヨガ

いきいきサロン

13:30～14:30
＠自治会館

栄養士さんのお話し
写経13:30～14:30
＠自治会館

緑のプロムナード清掃

10:00～11:30

花火大会20時～

注意：自治会館利用は感染拡大防止の為ルールを守ってご利用ください。

8月16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。

東2丁目公園清掃は各自の都合の良い日時でお願いします

公園愛護会は新しい会員の参加を歓迎します。

8月1日 （土）10時～ 緑のプロムナードの清掃
8月16日（日）20時～ 花火大会開催！！
8月の正福寺公園、東3丁目公園愛護会活動はコロナ対応に加え熱中症が心配されますので中止とします。

〇 〇 〇〇〇〇〇

〇

〇は自治会館夏季閉館

http://residents.7rigahama.com/

