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■11 月は大きな自治会行事が二つあります。皆様の参加をお待ちしています 

1. 秋の作品展＆３R フリーマーケット（詳細は２面参照下さい） 

１１月７日（土）、８日（日） 10 時～16 時 

2. 防災訓練 １１月２２日（日）（詳細は３面、８面参照下さい） 

9:30～ 最寄りの指定避難公園集合 

■１０月より自治会館の利用規則の一部を変更致しました 

日頃から新型コロナウイルスの感染予防にご協力頂きましてありがとうございます。 

最近はソーシャルディスタンスや三密回避の意識や行動も定着したので自治会館の利用規則の

一部を緩和する事と致します。 

⚫ 今まで禁止しておりました飲食に関して、各自が持参したお弁当のみ可と致します。 

ビュッフェ形式での食事並びにアルコールは引き続き禁止と致します。 

⚫ 人数制限を緩和致します。 

但しソーシャルディスタンスの確保を各利用団体で考え、人数の確定をお願いします。 

⚫ マスク着用、スリッパ持参等は今まで通りですの

でよろしくお願い致します。 

１０月より理事会も TV 会議形式から自治会館での開催と成

りました。    （写真は１０月１０日の理事会です。） 

■【重要】来年度から自治会費の支払い方法が変わります（６面参照下さい） 

本年度の自治会費は、10 月中旬現在、約 9 割の世帯から納入頂きました。お支払いありがとう

ございました。対面集金にあたって頂いた地区委員がたのご協力に感謝申し上げます。 

来年度からはコロナ後の新状態を考慮して自動口座振替を採用する予定です。 

■薪ストーブご使用の方へお願いです（詳細は 5 面参照下さい） 

毎年のお願いと成りますが近隣の方のご迷惑にならない様にご配慮をお願い致します。 

■３つの募金受付中   

赤十字、歳末助け合い、赤い羽根共同募金の募金箱を自治会館の事務局窓口に設置

致します。皆様のご協力をお願い致します。例年のような地区ごと各家庭への募金

箱の回覧致しませんのでご了承願います。 
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ちょとだけ散歩にでませんか

ま

せんか 

同時開催 

）

ま

せ

ん

か 

飛び入り音楽祭 

七七支援隊 物品販売（海苔・お米） 

Web作品鑑賞（ご自宅からも秋の作品展が観れます）

す） 

【Web 作品鑑賞について】 

自治会ホームページに作品展にアクセスするリンクを設定します。 

 http://residents.7rigahama.com/ 

【飛び入り音楽祭】 

特設ステージと電子ピアノをご用意します。持ち込み楽器もちろんＯＫです。 

お好きな時間に、お好きな曲の演奏披露はいかがでしょうか。 

 

楽器や女が鵜 
【お願い】 

マスクは必ず着用をお願い申し上げます。 

作品展の入場には、スリッパを携行しお越し頂けるようお願い申し上げます。 

昨今、だいぶ涼しい陽気となってきました。散歩をするには良い季節と思います。 

「七里ガ浜を元気にしよう」企画第３弾として、例年開催していました文化祭の 

規模を縮小しつつも、「新たなアイデア」を加えた企画を予定しています。 

音楽を楽しんだり、掘り出し商品を探したり、近隣の皆さまがお創りになった作品 

鑑賞をしたり、散歩がてらに、すこし立ち寄ってみませんか。 

 

同時開催 

コロナに負けるな！七里ガ浜を元気にしよう 企画「第３弾」 

http://residents.7rigahama.com/
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防災                                ［白瀧・小原］ 

1. 七小ブロック合同の防災備蓄品斡旋結果 

42 世帯、172 個の注文を受け付ました。 

引渡日 10 月 26 日(月)～２８日(水) １３:３０～１５:00 

現金にて商品と引き換えします。釣り銭の無いよう準備ください。 

2. 自治会防災訓練（８面と合わせてご覧ください） 

現下のコロナ禍ではありますが、自治会員の安全・安心対策の重要性に鑑みまして例年  

どおり自治会防災訓練を下記のとおり実施いたします。なお、今年は七小ブロック合同防

災訓練は中止となりました。 

ア.  日時: 令和 2 年 11 月 22 日(日) 9:30～10:30 9:30 に集合下さい。 

イ.  場所: 最寄りの 6 指定避難公園(2、3、4、5 丁目公園、5 丁目北公園 、正福寺公園) 

ウ. 実施内容 

  ① 全員 9 時までに白布を玄関、門扉等外から目立つ所に掲げてください。 

    防災協力員(地区委員)の方は要支援者宅を 3～5 軒程度は確認後、9:30 迄に指定 

 避難公園に集合してください。 

  ② 近隣との人間関係醸成する機会です。指定避難公園に集まり自己紹介、共同作業  

を通して近隣の方との懇親を深めてください。 

  ③ 指定避難公園での実施事項 

   ・参加者名簿作成 

   ・自己紹介 

        ・防災倉庫内備品の点検、確認 

    保存水を新しい水に入れ替え 発電機の稼働確認、   

米・飲料水の消費期限確認等行ってください。 

   ・参加者の感想、意見交換を行います。 

3. 台風が来ます！防災準備は万全ですか？ 

   ア. 近隣住民との共助関係を深めましょう！ 11 月 22 日(日)の防災訓練に参加しましょう。 

   イ. 備蓄品、非常時持ち出し品及び家の内外(窓、家具、屋根、フェンス、塀など)は大丈夫で  

   すか？ ―防災マニュアル P10 参照― 

      ※飲料水や食料の備蓄(最低 1 人 3 日分)は消費したら補充する「ローリングストック」を習  

 慣にしてください。 

 
 

防 犯                               ［高橋（行）・亀田] 

1. 令和 2 年 9 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 17 件発生。本年度累計 201 件となり前年同期比-64 件、増減比は-24.2％で

した。（約前年の 73％） 

1.2 特種詐欺全体では前月 2 件発生。累計 20 件、前年同期比-17 件となっています。 
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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 14 件、前年同期比-14 件 

増減率は-50.0％で被害総額累計約 6,571 万円でした。（先月被害額 326 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 

-3 件、増減率-33.3％で被害総額は 690 万円でした。 

1.3 その他の刑法犯では自転車盗は前月 2 件発生で本年度累計 33 件となり、前年同期比-25 件

増減率-43.1％となりました。 

空き巣は前月 1 件発生し、本年累計 8 件、前年同期比+1 件、増減率+14.3％でした。 

忍び込みは前月 2 件発生、累計 8 件、前年同期比+8 件でした。 

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 9 月末） 

2.1 当自治会域内の七里ガ浜東では前月『市役所職員騙り』の詐欺発生し 1 件は駐在さんにより

阻止され被害は有りませんでしたが、もう 1 件は 49 万円の被害が発生しました。 

また稲村ケ崎 5 丁目では忍び込みが発生し、1 件はガラスが開かず断念した様子ですが、もう

1 件は 1F リビングから 17 万円の被害が発生しました。 

しかし、まだ還付金詐欺電話等の前兆電話が掛かってきています、駐在さんが ATM の重点見

張りを実施していますが、住民同士でも声を掛け合って未然防止を図りましょう。 

最近 4 丁目の住人より、近所で工事をしている者だが「お宅の屋根や壁の状態が良くない」の

で修理をしないかなどと持ち掛けてくる不審者や夜間に車で乗り付け他人の住宅の写真撮影を

する不審者等がいるとの情報が自治会に入っております。 

普段のゴミ出しや近所での買い物等短時間の外出でも戸締りを十分行ってください。 

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 

詐欺電話被害が自治会内でも発生しています。被害者を減らすため以下をご検討願います。 

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が、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、補助を受けるとおよそ 2600 円程度で特殊詐欺被害

の防止に役立ちます。 

現時点前月 30 人増えて 150 人が既に申請済です、助成枠の 200 人に達した時点で終了となり

ますので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 

最近自治会地域内に空き巣等の犯罪が増えてきました。 

右写真の如く「わんわんパトロール腕章」、「わんわんパトロールスト 

ラップ」を着けて犬の散歩をして頂ける方を各丁目当たり 2 組程度募集し

ております。 

既に「わんわんパトロール」に登録頂いている方からの御丁寧な「月 

例実施報告」では不審者や道路の不安全場所、夜間街灯の暗い場所等 

の貴重な情報を頂き自治会としても街の安全の維持に役立てて行きた 

いと思っています。 
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街を少しでも安全に保ちたいとお思いの方「わんわんパトロール」に 

是非ご協力頂けるようお願い致します。 

（申し込み等詳細は自治会事務局にご相談下さい） 

 

環境                           ［馬場・村谷・小関・加田］ 

■9 月～10 月の住民協定が認可された案件（環境対策委員会） 

・東 3-17-23 N 様邸新築工事 工期：2020 年 11 月～2021 年 2 月 

 

★★薪ストーブご使用の方へのご注意！ ★★毎年のお願いと成ります！★★ 

冬場になり薪ストーブを利用されている方にお願いです。 毎年自治会へ住民の方より臭いや煙に

関してクレームが多数寄せられます。  

ご近所の方に迷惑がかからない様ご配慮をお願いします。  

1.よく乾いた常緑広葉樹の無垢の薪を使用すること  

2.熱効率の高いストーブを選び正しく設置し性能を発揮させること 

3.可燃物から距離を保ち火事を起こさないようにする  

4.こまめに掃除をし、シーズンオフには点検をすること  

5.ストーブの煙や臭いが近隣に迷惑がかからないようにすること  

6.夜間 10 時以降の使用はご遠慮願いたい  

7.ペレットストーブやガス・電気ストーブへの推奨 

 

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

以下のルールでゆっくり行っていきます。電話にて自治会にお申し込みください。 

自治会館利用規則の一部が緩和されましたので、皆さまも少しずつ御足をお運び下さい。 

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。 

 

 

 

右の写真は１０月１５日いきいきス

クール「心と体に効くヨガ」の模様で

す。 
コロナに負けるな！きちんと対策して皆とお話ししませんか？ 
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♪ いきいきスクール 毎月第 3 木曜日 10 時～11 時 無料 

11 月 19 日  運動・体操・セルフケアを通して健康つくりを   

講師：谷まさみさん(高齢者体操教室講師) 

12 月 17 日  脳と体を若々しく保つコグニサイズ入門 市民健康課 

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

11 月 24 日 バイオリンとピアノのコンサート 高嶺先生他 

12 月 22 日 自治会スタッフによりクリスマス会   

今年最後のいきいきサロンです。ソーシャルディスタンスを守りながら楽しいクリスマス 

会になるよう、スタッフ一同計画を考えております。皆様、ご一緒に楽しいクリスマスにい

たしましょう。 

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

10 月 28 日  13 時 30 分～14 時 30 分  

 

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 人以下となる様にサロンで調整さ

せて頂きます。 

 
 

事務局より  【重要】自治会費について                                   

本年度の自治会費は、10 月中旬現在、約 9 割の世帯から納入頂きました。お支払いありがとう

ございました。対面集金にあたって頂いた地区委員がたのご協力に感謝申し上げます。 

 今回は感染リスク低減のため複数の支払い手段に対応して参りましたが、来年度からは自動口

座振替を採用することが理事会で承認されました。今後、本紙で詳細を広報して参ります。 

 

今、理事会で議論されている、コロナ後の新状態への対応策のご紹介 

⚫ 自治会費の自動口座振替は従来の地区委員の方が各戸を回って集金する対面集金を廃止

する事による感染予防の意味と事務の効率化の両方を目的と致しますので皆様のご理解

をお願い申し上げます 

⚫ 花火大会での YouTube によるライブ配信や今回の秋の作品展＆３R フリーマーケット

でも Web を使った情報発信を計画しています。スマートフォンや Web 配信に慣れて

いない方もいらっしゃるかとは思いますが、今後は行政サービスも所謂デジタルシフト

が加速していきますのでこの機会に少しでも慣れて頂ければ幸いです。 

現在 Web 配信等は試行錯誤しながら実験的な試みで進めています。会員の皆さまの中

で Web 配信や HP に興味のある方や知見の有る方の参加をお待ちしています。 

 

★★ペットのオトシモノは飼い主が責任を持って片付けて下さいネ 
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Topics of the month  

⚫ Autumn Exhibition & 3R Free Market will be held on November 7th and 8th. 

⚫ A disaster prevention drill will be held from 9:30 on November 22nd. 

Please come to the designated evacuation park nearby. 

⚫ From next year, the payment method for the self-government membership fee will 

change to automatic deduction. 

⚫ It will soon be the season for wood stoves. When using a wood stove, please do not 

disturb the neighbors. 

 

2020 年１１月      NOVEMBER 

 

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。 

 

歳末助け合い募金や赤い羽根共同募金、薪ストーブのご使用の注意などの文章 

を読むと、なんだかすっかり年末モードに成りますね。 

コロナに加えてインフルエンザの季節に入りますが 

各自対策をして秋の作品展＆３R フリーマーケット 

にお越しください。 

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 7 メモ

東4丁目公園清掃

8:00～

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

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～

東3丁目公園清掃

10:00～

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～

防災訓練

9:30～10:30

いきいきスクール

10:00～11:00

運動・体操・セルフ

ケア ＠自治会館

いきいきサロン

13:30～14:30

バイオリンとピアノの

コンサート＠自治会館

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。

11月15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。

11月7日（土）8日（日）秋の作品展＆３Rフリーマーケット開催 10:00～16:00

11月22日（日）9:30～ 防災訓練

皆さんの参加をお待ちしています！

秋の作品展＆

３Rフリーマーケット

秋の作品展＆

３Rフリーマーケット

かもめサロン

12:00～16:00
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ご近所お誘い合わせのうえ、訓練に参加して災害に備えましょう！ 

 

七里ガ浜自治会 

（2/3/4/5丁目/5丁目北/正福寺公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


