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いろいろなイベントが中止になる閉塞感の中、夏祭りも新型コ

ロナウイルスの影響で中止と成りました。 

そんな中、少しでも七里ガ浜を元気づけたいという事で始まっ

た打ち上げ花火大会。 

夜空には打ち上げ花火、地上では手持ち花火を同時に実施して

同じ時間を楽しむという企画で花火大会はスタートしました。

手持ち花火を事前に子供会から近隣の七里ガ浜小学校、楓幼稚

園へ配布した他、先着順となりましたが自治会館でも配布しま

した。子供たちを中心に家族、近隣で楽しんで頂きました。 

手持ち花火の様子を上空からドローンで撮影し打ち上げ花火と

同時中継し同じ時間にみんなで楽しむという企画は、天候にも

恵まれて皆さまに楽しんで頂けました。（写真左下はドローンによる空撮です）花火大会の様子は

当日 YouTube でライブ配信いたしました。16 時から花火師さんが準備を開始、消防車もスタン

バイ。19 時 30 分からライブ配信を行い 20 時 02 分打ち上げ花火開始。６㎝玉５０発、７．５

㎝玉１５発を打ち上げました。 

皆様から「夏の音と光を楽しませてもらいました」「花火をきっかけにご近所が繋がって良かっ

た」という声を頂きました。ホームページ掲載の自治会だよりでは花火大会の写真やエピソード

を沢山ご紹介しています。                     ［花火実行委員会］ 

 

 

梅雨明けの８月１日（土）３１名の多くの方に

参加いただき、歩道・生垣横のＬ字溝部分な

ど、雑草や落ち葉、枯れ枝を除去して、すっき

りとした綺麗なプロムナードを取り戻しまし

た。５０年を超える自治会の皆さんの団結を示

していただき、気持ちの良い汗をかくことがで

き、ご苦労様でした。 

今年はコロナのため実施が遅れましたが、来年

は例年通り５月、雑草が生え始めた頃、実施い

たしますのでよろしくお願いたします。 

2020 
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 環境つづき   ■7 月～8 月の住民協定が認可された案件                 

・東 3-17-19  T 様邸新築工事 工期：2020 年 9 月～2021 年 1 月 

・東 3-23-5  K 様邸新築工事 工期：2020 年 8 月～2021 年 1 月 

・東 3-14-8  K 様邸新築工事 工期：2020 年 8 月～2021 年 4 月 

防 災                                  [白瀧・小原] 

１．「自分・家族の命は自分で守る」 

・防災の準備を具体的に促進するため「防災意識調査アンケート」を実施します。（別紙添付） 

・アンケート結果を基に防災備蓄品斡旋を行います。近隣自治会・町内会（七小ブロック） 

 合同で行います。斡旋品申込方法は自治会ポスト投函及びホームページで対応する予定です。 

・災害時はまず自宅で待機。崖崩れ等による自宅損壊・倒壊の危険が生じた場合は避難所へ避

難。 

・災害時だけでなく日常生活におけるリスク対策（防犯、健康状況の急変・異変等々）としても

近隣住民との共助が重要。 

・非常時備蓄品・持ち出し品の用意と窓・家具の強化と転倒防止。 

  ★備蓄品の持ち出し品目についてはアンケートに記載してあります。 

※詳しくは七里ガ浜自主防災マニュアルをご参照ください。 

ホームページからのダウンロードも可能です。 

２． その他 

  ・七小ブロック自主防災会議が８月９日（日）開催されました。 

主な議題は七小ブロック合同防災備蓄品斡旋です。（９月「だより」で詳細連絡予定） 

防犯                               ［高橋（行）・亀田] 

1. 令和 2 年 7 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 19 件発生。本年度累計 159 件。昨年同期比-54 件、増減比は-25.4％でした。 

1.2 特種詐欺全体では先月 4 件発生。累計 14 件。前年同期比-16 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。本年累計 8 件。昨年同期比-1 件。 

増減率は-66.7％で被害総額累計約 1,273 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。本年累計 4 件。前年同期比 0 件

となり増減率 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 1 件発生。本年度累計 29 件。前年同期比-20 件。増減

率-40.8％となりました。一方オートバイ盗、空き巣、忍び込み等は前月も発生無し。 

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 7 月末） 

2.1 当自治会内(七里ガ浜東 5 丁目)で先月特種詐欺が発生しました。 

ＡＴＭの所で携帯電話をしながら操作をしているお年寄りに、隣に来た方がその状況を見て不信

感を抱き操作を止めてもらったので、幸いなことに実被害になりませんでした。 

注目！ 
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・東三丁目では早朝に不法侵入している不審者の気配を感じて住人が２階から降りたところ､ 

不審者が逃走したので忍び込み未遂で終わりました。 

後に警察が現場調査したところ足跡からして複数人の犯行であることが判明しました。 

 

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 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 

新型コロナウイ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。コロナウイ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。 

2.3 わんわんパトロール隊人員募集の開始 

先月より「わんわんパトロール腕章」、「わんわんパトストラップ」を着けてワンちゃんの散歩を

させて頂ける方を、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。 

前述の腕章、ストラップをご自身やリードに着けてワンちゃんの散歩をして頂き、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。 

3 丁目の方から早速自治会に申込みを頂き「わんわんパトロール」を始めて頂いております。 是

非各地区でもワンちゃんの散歩をされている方の自治会への申し込みに期待しております。 

2.4 道路標識是正の警察依頼 

七里ガ浜住人の方から、七里ガ浜東 3 丁目と鎌倉山 2 丁目の間のＳ字カーブから直線登りになる

付近の侵入禁止標識が倒れて手前の大木の枝葉で見辛くなっている、大木手前の標識ポール？に

移設できないかと鎌倉警察署に連絡した旨相談がありました。 

その後警察に連絡を取り標識の是正と視認性の確保(手前の大木が茂り標識が見辛いので枝葉伐採

が必要)を依頼しました。 

注目！！ 
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その後警察から連絡が有り、手前のポールは警察のものでなく現在道路反対側の坂の上からの一

方通行解除の標識と対になっているものなので、移設はできません。 侵入標識の手直しは関係部

署に連絡済です。大木の枝葉による視認性について大木の枝葉伐採が必要な時には、鎌倉市役所

道水路管理課に依頼するよう連絡が入りました。 標識の手直しが終了後連絡をするので現地確認

し市に相談するよう最終連絡がありました。 

従って、当面標識が見難いかもしれませんが、S 字上部の直線登りに間違って侵入しないよう ご

注意願います。 

2.5 鎌倉市からの特殊詐欺被害防止策の電話機購入に対する助成 

鎌倉市が市内に住む高齢者の方々が、振り込め詐欺などに遭わないよう、特殊詐欺防止機能を有

する電話機等を購入する費用を助成します。必ず電話機等の購入の前に以下に示す問合せ先に相

談が必要です。（購入後の電話機等は補助対象外） 

お問合わせ先：鎌倉防犯協会推薦の機器資料と手続き等併せて自治会に問い合わせ下さい。 

自治会事務局連絡先【３１－５４８９】 

【制度内容】 

① 補助対象者 

鎌倉市に住民登録のある７０歳以上の方で、住所地に於いて、対象機器を設置し、
生活の用途として利用される方 ※その他の条件もあるので市に問合せ下さい。 

② 対象機器 

特殊詐欺被害防止機能を有する機器 

電話機の呼び出し音が鳴る前に、架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨の警 

告メッセージを流した後、通話内容を録音する迷惑電話防止機能を有する電話機または機器で
す。 ※内蔵されている固定電話機、または固定電話に取り付ける機器が助成対象となります。 

③ 補助金額 

対象機器購入費の３分の２相当額とし 6,000 円を上限に交付します。1 世帯 1 台のみとします。 

④ 補助対象者数  令和 2 年度は 200 人を対象とします。 

8 月 24 日時点で補助対象枠 200 件に対して既に 90 件の方が申し込されているようです。 

数に達し次第終了と成りますのでご検討の方はお早めに。 
 

商店会                                    ［武内] 

桜のプロムナードの営業利用が許可されました（七里ガ浜商店会） 

2020 年 6 月、国土交通省からテラス営業に向けての歩道の「占用許可」基準

を全国的に緩和する通知が出ました。 

これに向け、申請した 9 店舗に桜のプロムナードの使用許可が出ました。 

行政が今回の使用を許可する一番の目的は、昨今のコロナ禍のなか、狭い各商

店の三密回避をしたうえで、地域活性化等に繋がればとの考えです。 

尚、各店のプロムナードの使用に関しては、2ｍ以上の歩道幅を確保すること、そして使用する

各商店そして商店会に対し安全、美化、清掃に務めるように指導が出ております。 

屋外スペースを利用される方々の解放感と安心感を七里ガ浜らしく提供できればと思います。 

これまで以上に七里ガ浜商店街へのご利用ご来店を心よりお待ち申し上げます。 

＜迷惑電話防止機能の解説＞ 

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

しばらくの間、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・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 

9 月 17 日（木）10 時～11 時 無料 地域包括支援センター聖テレジア 認知症予防の体操他 

◆いきいきサロン 9 月 22 日（火） 祝日のためお休みです。 

◆写経      9 月 23 日（水）13 時 30 分～14 時 30 分 無料 

♪後期（10 月～3 月）のいきいきスクール及びいきいきサロンの予定は決まり次第連絡します。 

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 10 人以下となる様にサロンで調整さ

せて頂きます。長かった梅雨も明けました。 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。 
 

みらいふる                                  [山下] 

9 月 24 日(木) 10：00～11：00  「社会奉仕の日」自治会館周辺の草取り・清掃 
 

生活文化                            [作佐部・大平・田中] 

秋のイベント（ハロウィン、文化祭・作品展）は新型コロナウイルス感染拡大懸念により通常通

りの開催は難しいと思われます。しかし、今回の花火イベントの様に自治会員の皆さまに、何ら

かのメッセージを伝える事は重要と考えます。何らかのイベントが出来ないか検討を致します。 
 

こども会                                 [龍・塚原] 

手持ち花火配布   

夏休み直前、楓幼稚園・七里ガ浜小学校及び

同校クラス委員有志のご協力で、約 420 個の

手持ち花火を園児・児童にお届け致しまし

た。 

花火企画の夜、子どもたちが家庭や公園で楽

しむ姿が、短い夏休みを彩りました。 
  

事務局                                        

2020 年度の自治会費の集金に関しまして、大切なお知らせがございます。 

添付の「2020 年度 自治会費の集金について vol.2」を必ずご確認ください。 
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Topics of the month  

◼ Fireworks display held on August 16th. Fireworks went up in the sky at the same 

time the Shichirigahama residents enjoyed handheld fireworks on the ground. The 

fireworks display was planned to cheer up Shichirigahama as much as possible. 

◼ We cleaned the green promenade on August 1st. 31 people participated. 

◼ September 1 is a disaster prevention day. It comes from the "Great Kanto 

Earthquake" that occurred on September 1, 1923. 

◼ Special fraud and burglary occurred in the neighborhood association. All of them 

ended in an attempt due to the wit of the residents. 

◼ We hold Halloween and cultural festivals every year in autumn, but this year we 

cannot hold the festival as usual because of COVID-19. However, We would like to 

think of an event that will inspire you. Please join us at that time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          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。 

   日本人は花火を夜空に咲く花と捉えているから菊とか牡丹という花の名前を付けた。 

さっと時が来れば消えていく。そういうものを美しいと感じる。それが花の美。 

SEPTEMBER

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 1 2 3

4 5

2020年9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～

クリーンデイ8:00～

うずら公園清掃 8:30～

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

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～

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。

9月20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。

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。

公園の清掃活動は3密に注意して行って

ください。

熱中症にも十分注意して下さい。

敬老の日 秋分の日

いきいきスクール

10:00～11:00

＠自治会館

認知症予防体操他

写経13:30～14:30

＠自治会館

みらいふる

「社会奉仕の日」

10:00～11:00

自治会館周辺の草取り

防災の日
かもめサロン 

12：00-16：00 



 七里ガ浜自治会だより  2020年（令和 2年）8月 

7 

 

 

 

１６時花火師さん到着、準備開始 

消防車も来た。打ち上げ花火装置も OK 

 

 

 

 

 

 

 

１９時３０分 YouTube ライブスタート 

七里ガ浜高校の校庭に設置された特設ライブスタ

ジオ。MC は永田まりなさん。 

ドローンもスタンバイ OK。 

YouTube で過去の夏祭り映像を配信したあと、手持ち花火会場からの中継、

打ち上げ花火会場からの中継。ドローンによる空撮。花火大会開催です。 

 

実録花火大会 YouTube ライブ配信 2020/08/16 
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映像担当  鈴木： 

ライブ配信一発勝負という事でしたが、緊張して、実はアーカイブ用の録音(REC)ボタンを押し

忘れ（汗）録画出来てない！ということが発覚しました。翌日早朝、実行委員長からメッチャ怒

られました。翌日の清掃に行くのが憂鬱でした。。。 

みなさんからいただいた映像データで、素敵なアーカイブ映像を作成して名誉挽回します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち上げ花火ドローン担当  白石： 

ドローンの故障から修理、前日リハ・当日の試験フライトで七高ネットに引っかかったりトラブ

ル続きでした。※実はプリンスから前日リハで宿泊者からクレームが入り、お叱りを受けていま

す。翌日朝挨拶に行き、バンケットホールでの食事を 6 名で予約して、、、事なきを得ています

(^^; また、映像撮影用に、HDMI 出力するのですが、その機材が不安定なため本番最中もずっ

と不安でした。身体的に椎間板ヘルニアを煩い、苦労しましたが、七里のためにやりとげまし

た！なんとか無事におわりました。皆さん、ありがとうござい   

ました。  
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手持ち花火担当 安部： 

ドローンパイロット、前日の浄化センターでの練習

の成果もあり、いい映像が撮れました！ 

（ライブ配信では配信されていませんが、アーカイ

ブ映像として残ると思います） 

 

現場進行担当 作佐部： 

どうしたら安全に、見栄えが良くなるか考えてみん

なを誘導しました！ 

3 密対策担当 園部： 

密対応回避不可、、、だけどギリギリ大丈夫だったか

と思います！^_^ 

 

今回の打ち上げ花火は、株式会社ヤマダさんです。 
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ご協力頂きました各方面の皆さん、有難うございまし                                  

た。今後もコミュニティ構築に努めてまいります。 


