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生活文化  文化祭（作品展）＆フリーマーケット開催！！    ［作佐部・大平・田中］ 

 秋の自治会企画「七里ガ浜の深い絆を結ぶ企画」 第３弾を行います！！ 

 「花火大会」、「ハロウィン」に続き皆で少し前を向ける企画として「文化祭（作品展）」を１１

月 7 日（土）、8 日（日）に行います。例年の「文化祭」の規模は難しいですがソーシャルディ

スタンスを維持して実施できる企画を検討しています。詳細は次号にてお知らせします。 

【フリーマーケットの出品物募集のお願い】 

今年は夏祭りの中止に伴い、恒例の３R「フリーマーケット」も中止となりましたが、今般の企

画の一部として３R「フリーマーケット」も参加します。 

●受付期間   10 月 12 日（月）～ 10 月 23 日（金）※平日のみの受付となります 

●受付場所   自治会館 １０：００～１２：００ / １３：００～１６：００ 

▶受付可能物品 ・食器 ・雑貨 ・バック ・靴 ・アクセサリー ・花瓶  

・タオル ・子どものおもちゃ類 ※いずれも新品か同程度のもの 

▶受付のできない物 ・電化製品 ・衣類関係は中止（男女スーツ類も中止） 

 【作品展への作品募集のお願い】 

皆様のお創りになった作品展示を企画しています。絵画・書画・写真・アクセアリー。自信作

を展示しませんか (^ ^)/ 受付詳細等は次号にてお知らせ致します。 
 

防災                                ［白瀧・小原］ 

1. 防災意識調査アンケート結果報告 

防災意識調査アンケートに 150 名以上の方から回答を頂きました。ご協力頂きありがとうご

ざいました。 結果のフィードバックをさせていただきます。 

・近隣住民との協力関係で良好とお答え頂いた方はおよそ 3 割でした。 

・家庭内備品の準備状況に関して、十分とお答え頂いた方はおよそ 2 割でした。 

詳細を以下に示します。 

① 近隣住民協力関係 良好:27%   普通:60%   不十分:13%⇐普段の挨拶からスタート！ 

② 自分を証明するモノ  持っている :   82%     持っていない:18％ 

③ 非常時持出品準備   出来ている：52％ 出来ていない：48％ 

④ 家庭内備品      十分：17％ まあまあ：71％ 不十分：12％ 

⑤ 家族間安否確認    出来ている：77％ 出来ていない：23％ 

⑥ 災害時避難場所    知っている：88％        知らない：12％  

2.防災備品の斡旋を 7 小ブロック合同で行います。※10/4〆切（自治会ポスト投函） 

 添付の「防災用品 共同購入のお知らせ」をご参照いただき「注文書」で申し込みください。 

3.要支援者対策事業 

 災害時ブロックリスト(ブロック別に要支援者、防災協力員の氏名、住所を記載したリスト)、

本事業の概要説明文書を封筒に同封し、例年どおり 9 月中旬ごろより配布しております。 

 要支援者宅(360 名)への配布は民生委員の方々にお願いしています。 



 七里ガ浜自治会だより  2020 年（令和 2 年）9 月 

 3 / 6 

 

 防災協力員宅(240 名)及び防災協力員でない地区委員宅(83 名)への配布は主に防災理事が行い

ます。要支援者の登録及び抹消には書面手続きが必要ですので、鎌倉市役所（総合防災課 23-

3000 内線 2614）までご連絡をお願いいたします。 

※同リストについては個人情報ですので、お取り扱いは十分にご注意下さい。 

4.自分の命は自分で守る ※各防災マニュアルはホームページで確認できます 

 ア.近隣住民との相互扶助が共助の基本です。 

 イ.備蓄品等の確保  ①飲.食料の 1 人 3 日分（できれば 1 週間分）は常に備蓄 

           ②非常時持ち出し品、非常時備品の準備(防災マニュアル P10 参照) 

 ウ.自宅内の安全確保 ①家具の転倒、落下防止 ②窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る。 

 エ.感染症対策を踏まえ、「七里ガ浜小学校ブロック地域防災マニュアル」が改定されました。 

福 祉                         [太田（明）・郡司・大澤] 

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。 

お弁当・菓子等の食べ物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 毎月第 3 木曜日 10 時～11 時 無料 

10 月 15 日  心と体に効くヨガ（後期開校式） 講師：中里恵美子さん 

（予定：11/19 運動、体操を通して健康つくり、12/17 脳と体を若々しく保つコグニサイズ） 

♪ いきいきサロン 毎月第 4 火曜日 13 時 30 分～14 時 30 分 無料 

10 月 27 日 温もりの絵手紙講座 講師：野崎安廣さん 

（予定：11/24 バイオリンとピアノのコンサート、12/22 自治会スタッフによるクリスマス会） 

♪ 写経  毎月第 4 水曜日 13 時 30 分～14 時 30 分 無料 

♪ 敬老の日のお祝い    

80 歳以上の 483 名の方お茶をお配りしました。どうぞお元気でお過ごしください。 

かもめサロン  毎週水曜日  12 時～16 時  使用料 100 円        

自治会館再開のルールを遵守し密集を避けるため、常時 10 人以下となる様に調整させて頂きま

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。 

まち美化推進員                                ［桜井］ 

１９８８年発足「鎌倉を美しくする会」代表 高田晶子さんが、環境省：環境大臣から地域環境美

化功績者の表彰を受賞されました。公衆トイレの美化、散乱ごみの防止違反屋外広告物の除去、

違反ベンチ除去、落書防止に、３２年間尽力してきました。 

３R 推進委員 ゴミステーションはルールを守って！綺麗な環境を守りましょう ［中村］ 

新たに引越しされた方や、改めて新築される方も含めて、使用方法、掃除当番等を決め、清潔な

ステーション利用をお願い致します。又この頃ゴミの出し方が間違っていたり、間違った方がゴ

ミを持ち帰らず放置したまま等利用の仕方が乱雑なのが目立ちます。 皆で美しい街づくりを♪ 
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スポーツ推進委員    一部の市の施設の開放が徐々に進んでいます      ［桜井］ 

小中学校体育施設の開放に関して：大会およびイベントの禁止（対外試合および他チーム等との

合同練習は、市内の開放登録団体に限って可能とします。）  市のルールを把握しているチーム同

士の試合を実施可能とします。密にならないよう人数の制限は遵守するよう徹底をお願いしま

す。他詳細は、市スポーツ課に問合わせて下さい。 
 

防 犯                             ［高橋（行）・亀田] 

1. 令和 2 年 8 月末時点の鎌倉署管内の刑法犯の概要 

1.1 刑法犯は前月 25 件発生、本年度累計 184 件となり前年同期比-62 件、増減比は-25.2％で

した。（約前年の 75％） 

1.2 特種詐欺全体では前月 4 件発生、累計 18 件、前年同期比-15 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 4 件発生で本年累計 12 件、前年同期比-15 件、

増減率は-55.6％で被害総額累計約 6,245 万円でした。（先月被害額 4,972 万円） 

また特殊詐欺（キャッシュカード詐欺盗）は、前月発生無しで、本年累計 6 件、前年同期比 

0 件、増減率 0％で被害総額は 490 万円でした。 

1.3 その他の刑法犯では自転車盗は前月 2 件発生し本年度累計 31 件となり、前年同期比-22 件

増減率-41.5％となりました。一方オートバイ盗は 1 件、累計 4 件前年同期比+4 件でした。 

空き巣、忍び込み等は前月も発生無しでした。 

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 8 月末） 

2.1 当自治会域内(七里ガ浜東、稲村ヶ崎 5 丁目)では前月被害は発生しませんでした。 

しかし、まだ還付金詐欺電話が掛かってきているようなので十分気を付けて下さい。 

また、道路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、騒音等の問題が有りますので、事故の起こらない様ご家族で話し合って

善処を引き続きお願い致します。 

2.2 鎌倉市からの特殊詐欺被害防止対策の電話機等購入に対する助成 

前月の“自治会だより”や自治会掲示板に詳細内容等報告済みです。自治会推薦の電話機に取り付

ける特殊詐欺被害防止録音機であれば、補助を受けると約 2600 円程度で特殊詐欺被害の防止

に役立ちます。助成枠の 200 人に達した時点で終了です。お早めに自治会にご相談願います。 

2.3 わんわんパトロール隊人員募集の継続 ～是非ご協力お願いします～ 

当自治会域内各丁目毎に当面各 2 組を目標に募集しております。 “防犯パトロールをやってい

る姿勢を見せる”ことが主な狙いです。（詳細は自治会にご相談下さい）） 

既に「わんわんパト」に登録頂いている方からの丁寧な月例実施報告では「不審者や道路の不

安全場所等普段自治会に報告されていない情報があることに改めて気づきました。」 

2.4 道路標識改修完了 

七里ガ浜東 3 丁目と鎌倉山 2 丁目の間のＳ字カーブから一方通行の直線登りになる境界付近の

進入禁止標識が倒れて見辛くなっていましたが、前月下旬に無事改修が完了いたしました。 
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2.5 警察速報、その他近々の出来事 

９月９日七里ガ浜の ATM に於いて鎌倉市役所タカギ騙りの還付金詐欺が発

生しました。翌９月１０日加藤駐在は、鎌倉市内で特種詐欺の電話が頻繁に

掛かるので ATM の張り付き警戒を実施していたが、別件の訪問営業に対す

る通報が入りその捜査中 ATM の前を通り掛かった時高齢女性とその息子さ

んが携帯で話しながら ATM 操作をやっているので、何の操作か尋ねたとこ

ろ「還付金の手続き」と聞き怪しんで電話を代わってもらい相手を問い詰め

還付金詐欺と分かり未然に詐欺被害を阻止できまた。 

これにより七里ガ浜の加藤駐在さんは『特殊詐欺キラー』として鎌倉署内で表彰を受けました。 

（このように電話による還付金詐欺が頻発しているのでご注意下さい。 併せて上記 2.2 に記述の

特殊詐欺防止対策の電話機等の助成を利用されては如何でしょうか！） 

別件不審事案：東３丁目で閉めたはずの門扉を頻繁に開けっぱなしにされ困っているお宅から自

治会に相談が有り、駐在さんに報告して重点パトロール対象にして頂いています。 

環境                            ［馬場・村谷・小関・加田］ 

公園愛護会活動状況            （各愛護会活動はカレンダー参照下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

公園愛護会は子供の遊び場・大人の息

抜きの場として、安全で楽しい公園づ

くりのための活動をする会ですが、花壇の花・樹木・芝生の手入れ、除草などを通じて、地域コ

ミュニティの醸成等の場として活用されています。月一回・1 時間だけでも参加歓迎です。 

急募！！現在「つつじ公園」「北公園」は愛護会が不在と成っています。近隣の方で愛護活動をし

て頂ける方を募集いたします。是非この機会に応募頂けるよう愛護会一同お待ちしています。 
 

事務局より                                        

  自治会費集金について 会費の納入にご協力いただきありがとうございます。これまでに約 4

割の方より納入いただきました。戸別集金を希望の方につきましては、先月号でお知らせしまし 

たとおり、今月末から 10 月にかけて地区委員の方の集金がございます。現金 3600 円をご用意

してお待ちください。すでに銀行振込、窓口支払い等された方へは戸別集金はいたしません。 

誤りやご不明な点などありましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。 

なお、来年度以降は口座振替による会費引落しを検討しています。詳細を追ってご連絡します。 

   

公園 人数 活動内容

東2丁目公園　 清掃・除草・剪定 七小の子供達が積極的に手伝に参加

（花のある公園） 花壇管理　 公園の花を使ったフラワーアレンジ講習会実施

東3丁目公園 7.7 清掃・除草・剪定 自粛中も公園パトロール実施　（写真右）

東5丁目公園 6.6 　　〃 八重桜が枯れたので、河津桜の苗を購入し植樹（10本）

東4丁目公園 13.4 　　〃　 （写真左）

正福寺公園 18.9 　　〃

うずら公園 3.7 　〃（花壇管理）

あざらし公園 4.6 　　　〃

いるか公園 5 　　〃

37.1

特記事項

注記:人数は平均活動延人数/月（直近1年間）  

加藤駐在 
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 募金について 来月より自治会館の事務局窓口に募金箱を設置いたします。 

赤十字、歳末助け合い、赤い羽根共同募金、同時に募金いただければ幸いです。 

例年のような地区ごと各家庭への募金箱の回覧はいたしませんので、ご了承願います。 

 

Topics of the month  

⚫ Let's liven up this year's Halloween with photos. There is a participation prize. 

⚫ Held a "cultural festival (work exhibition)" as an autumn residents' association 

project. We will announce the details in the news from Shichirigahama Town 

Community next month. 

⚫ We will arrange disaster prevention equipment. Please see the attached document. 

⚫ The damage caused by special fraud is increasing rapidly. 

⚫ About collecting self-government membership fees. If you have not paid, the district 

committee will go to collect the money. From next year onward, we plan to shift to 

direct debit. 

2020 年 10 月      OCTOBER 

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。 

花火はお楽しみ頂けましたか？20 分位だけど花火って想い出に残りますね。     
見た方も、準備で大変だった皆さんも良い思い出に成りますように。 


