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今月のトピックス
■ハロウィン・秋の文化祭・作品展・３R フリーマーケット盛況の中無事終了！
コロナ禍の中、ハロウィンと秋の文化祭を通して自治会の皆さんに楽しんでいただ
けたと思います。ホームページの自治会だよりには沢山写真を掲載しています。
（詳しくは P.２ P.7 ホームページ）
■自治会防災訓練 には参加頂けましたか？
鎌倉エリアで想定されている南海トラフ地震の津波の高さは 14.4m です。地震発
生から 8 分で津波が来ます。地震が発生したら「海から離れ、高い所へ、足で避
難」！！
（詳しくは P.２）
■特殊サギ・空き巣・悪質業者から身を守るには
駐在の加藤さんに聞きました。一番大切なことは････・。(詳しくは P.３-４)
特殊詐欺防止対策電話機の購入についての案内もあります。
(事務局にお尋ね下さい。自治会ＨＰ「会長の部屋｣でも紹介しています。)
■年末の自治会行事について
今年の 11 月ボーリング大会・12 月クリスマス会はコロナ禍の為中止とさせていた
だきます。（※いきいきスクール主催のクリスマス会は実施いたします。）
■つつじ公園 愛護会設立致しました。11 月 28 日 10 時より活動開始！
つつじ公園の近隣の有志の皆さんありがとうございます。（詳しくは P.５）
■【重要】来年度から自治会費の支払い方法がかわります
先般よりお知らせの通り、会費の支払いは原則口座自動振替でお願い致します。
詳細は順次自治会だより、ホームページでお知らせ致します（詳しくは P.７）
■薪ストーブの利用に注意を！

（詳しくは P.5）
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生活文化

［作佐部・大平・田中］

３R 推進委員

［石川・清水・佐藤・中村］
文化祭・作品展、３R フリーマーケットのご報告を致します。
11 月 7 日、8 日 自治会館と桜のプロムナードで文化祭・作
品展と３R フリーマーケットを開催いたしました。
天候にも恵まれ事故もなく、多くの方に喜んで頂ける企画とな
りました。二日間に多数の方々にお越しいただきまして有難う
ございました。多数の作品を展示頂いた会員の方々、フリーマ
ーケットへ物品を提出頂き又お買い上げ下さいました皆様に心
より感謝申し上げます。
早朝よりお手伝い下さいました方々にもお礼を申し上げます。

フリーマーケットの二日間の売り上げは 194,855 円と成りました。
売り上げの一部を七七支援の支援金と福島県の支援金に寄付させて頂きました。
皆様のご協力に感謝致します。
七里ガ浜の良いところは、住民の一体感が他の地域に比べて高いことだと思いま
す。これは、皆様ひとり一人のお力が集まってこそ、成せることと思います。
今後とも、力を合わせ、より楽しい町になるよう、ご協力をお願い申し上げます。
「小さな音楽祭」も大盛況でした
音楽で七里を元気づけようという企画でス
タートした「小さな音楽祭」。2 日間にわ
たり、おはやし会を始め、七里在住の音楽
家の方々のバイオリンやキーボード演奏を
楽しみ、三線やフルート、多くの子どもた
ちにも腕を披露して頂きました。イチロー
のルーティンやスネアドラムの演奏も。一
番演奏された楽曲は、鬼滅の刃の紅蓮華で、七小 3.4 年生の子どもたちの踊りもか
っこよかった！恒例のイベントにしていかれればと考えています。
財務＆監査

［小野沢、五十嵐・瀧澤］

上期決算総括報告書、月次決算報告書、各預金通帳、現金収支、収支伝票をチェッ
クしいずれも適切に処理されていることをここにご報告致します。
防災

［白瀧・小原］

1. 防災訓練にご参加頂きまして有難うございました。
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１１月２２日（日）６指定避難公園（２、３、４、５、
５丁目北、正福寺公園）で行われました。
外から一目で安否確認が出来るよう、９時迄に白布を
玄関、門扉等目立つ所に掲げて頂き有難うございました。
災害は何時起こるかわかりません。白布は常に下駄箱等
に入れてください。参加人数、ご意見等は次号(「12 月
だより」)でご連絡します。
2. 地震、津波、大雨、火災等に対する準備は万全ですか？
防災備品、備蓄品については「防災マニュアル p１０」
参照してください。
3. 飲・食料の備蓄は「ローリングストック」
（消費した分をそのつど
補充する方式）を推奨します。
4. 消火器、火災報知器は備えていますか？
この時期は空気が乾燥していますので火事には十分注意願います。
防 犯

［高橋（行）
・亀田]

1. 令和 2 年 10 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 30 件発生して、本年度累計 231 件となり前年同期比-6 件、
増減比は-21.7％でした。
（約前年の 78％）
1.2 特種詐欺全体では前月 2 件発生して、累計 22 件、前年同期比-23 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 16 件、前
年同期比-15 件、増減率は-48.4％ですが被害総額累計約 6,994 万円と大幅に
増加しています。（先月被害額 423 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-8 件、増減率-57.1％で被害総額は 690 万円で変わらずした。
1.3 その他の刑法犯では自転車盗は前月 3 件発生で本年度累計 36 件となり、前
年同期比-25 件、増減率-41.0％となりました。
空き巣は前月 3 件発生し、本年累計 11 件、前年同期比+3 件、増減率+37.5％
でした。忍び込みは前月 2 件発生、累計 10 件、前年同期比+10 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 10 月末）
2.1 当自治会域内の七里ガ浜東、稲 5 では目立った事件や事故は有りませんでし
た。いまだに、前月のような『市役所職員騙り』の還付金詐欺の前触れ電話が掛
かっております。
また屋根等の悪質リフォーム業者が笛田や寺分など住宅地で暗躍しており、七里ガ
浜に何時来るか分かりません。
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加藤駐在に聞きました。次のことに注意しましょう！
・不審な業者が訪ねてきても決してドアを開けずに断る。
・自治会地域内でもドアを開けたため中に入り込まれて
高額の契約をさせられた事例が有ります。
・勝手口が外から見えにくいタイプの家が空き巣にねらわれています。
・もし他人の住宅等の写真を撮ったり、観察したりしている不審者や
不審車両を見かけたらご自分で対応しないで、速やかに警察に電話する。
空き巣や忍び込みによる被害が多くなって来ています。 まずは簡単な防犯対策と
して、留守や就寝時に１F のリビング等の電気や TV、ラジオ等を点けっぱなしに
しましょう！ ガラス代より電気代の方が断然安上がりです。
2.2 鎌倉市と鎌倉防犯協会からの特殊詐欺被害防止対策電話録音機購入に対する
助成のお知らせ
前月の“自治会だより”や自治会掲示板に詳細内容等お知らせした、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鎌倉市の助成を受け
るとおよそ 2600 円程度で購入できます。助成枠の 200 人に達した時点で
終了となり、残り１５台ほどです。（11/20 現在）
一方、同じ機種を鎌倉防犯協会でも、2,000 円で購入できる
ことになりました。
こちらは市全域で８０台予定していますが、希望者多数の場合
抽選となります。自治会でまとめて申請する為、締め切りは 12/14 です。
詳しくは自治会のＨＰ「会長の部屋」を見るか自治会館までお尋ね下さい。
2.3 わんわんパトロール隊人員の継続募集
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自治会域内の各
丁目毎２組程度募集しております。
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にお願い致します。
（申し込み等詳細は自治会事務局にご相談下さい）
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2.4 安全行事関連
今年は鎌倉市の行事もコロナ禍で全て中止となっていますので、例年実施してい
た安全講話や合同パトロール、ご苦労さん会は中止の方向で検討しています。
環境

［馬場・村谷・小関・加田］

1. つつじ公園 公園愛護会設立しました
愛護会不在の公園について愛護会活動をして頂ける方を募集しておりましたが、
11 月より「つつじ公園」の近隣の有志の方に、愛護会を設立して頂くことになり
ました。鎌倉市全体では活動対象公園が減少していると云われている中で、七里
ガ浜で一つ増えることに感謝します。大勢の方に同愛護会に参加願い、永く続け
て頂きますようお願い致します。つつじ公園清掃は 11 月 28 日 10 時より活動開
始です。今後の実施日時等は決まり次第たよりや掲示板などでお知らせします。
2. 道路にはみ出している生垣
庭木や生垣の剪定の季節になりました。道路にはみ出した生垣で歩行者や自動車
の安全確認に支障が出ています。事故が発生した場合、はみ出した生垣の所有者
も責任を問われる場合がありますので、適宜剪定、伐採して頂くようお願い致し
ます。
3. 道路の傷んだ箇所
最近、傷んだ道路が出ています。事務局に連絡頂ければ市に補修を依頼します。
4. 10 月～11 月の住民協定が認可された案件（環境対策委員会）
・東 2-30-1 S 様邸新築工事 工期：2020 年 11 月～2021 年 4 月 一戸建て住宅
・東 4-6-15 Y 様邸新築工事 工期：2020 年 11 月～2021 年 3 月 一戸建て住宅
今年度は今のところ、敷地分割や共同住宅等の協定違反は、幸いに発生しており
ません。また、これは住民協定の規制にはないことですが、工事完了後、申請時
と建物の使い方が異なるとおもわれる事案が 3 件あります。これらは環境対策委
員会でも把握し、注視してまいります。いずれにしましても、引き続き自治会員
の皆様に、協定があることを意識して町並み保全にご協力お願い致します。
薪ストーブご利用の方へのご注意！
不適切な利用やメンテナンス不足から発生する煙や臭いにより
① 布団・洗濯物が干せない。②エアコンのダクトから煙が流れ込
んでくる。③部屋の換気ができない。④夜間 10 時以降の使用は
遠慮願いたい。などのご意見を頂いています。
利用の際には良く乾いた常緑広葉樹の薪を使用し、こまめに掃除
し煙や臭いが極力少なくなるようご近所へ配慮をお願いします。
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[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。
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 毎月第 3 木曜日 10 時～11 時 無料
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

写真は 11 月 19 日のいきいきスクール

2021 年 1 月 21 日 寝込まない、老け込まない、
体幹トレーニング

です。参加人数も増えて来ましたよ。

林真理子さん（スポーツインストラクター）

♪いきいきサロン 毎月第 4 火曜日 13 時 30 分～14 時 30 分 無料
12 月 22 日 自治会スタッフによるクリスマス会
今年最後のいきいきサロンです。楽しいクリスマス会になるようにスタッフ一同
計画をたてております。皆様楽しいクリスマスに致しましょう。
2021 年 1 月 26 日 百人一首 自治会スタッフ
♪写経 毎月第 4 水曜日 13 時 30 分～14 時 30 分 無料
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
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。お飲み物はご持参ください。
みらいふる

［山下］

12 月 10 日（木） 年忘れの会 於 木曽路
毎月第 1 木曜日 役員会
最終木曜日 三役会

会報発行しています。
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商店会

［武内］

桜のプロムナードの環境改善を進めています。
改善活動の一環として、プロムナードの端にある小さな植え込みを撤去して有効活
用できるように致します。11 月 24 日の週に作業をスタート致しました。この作業
が終了後プロムナードに置いてあるベンチの整理を行います。今後はベンチを自治
会管理とし全体のベンチ配置図を市へ提出し皆様にご使用頂けるように致します。
ベンチには自治会管理ベンチだと分かるようにプレートを付けます。
6 月からスタートしたオープンスペースは楽しんで頂けていますか。
今後もエリアの環境改善を進め街づくり保全並びに地域活性化を進め
てまいります。
子ども会

［龍・塚原］

10 月のハロウィンは、みなさんから寄せられたたくさん
の写真のおかげで七里ガ浜を賑やかに飾ることができまし
た。
オンラインで集まった写真はモザイクフォトに加工をして
横断幕に作り替え、今後も毎年楽しめるようにしました。
また、七里が浜楓幼稚園の全園児(約 160 名)に、子ども会
よりハロウィンのお菓子を寄贈し、10/30(金)の園ハロウ
ィン時に配布していただきました。
参加賞の｢商店会 500 円券｣は、チケット裏面に記載のお店
で 11 月いっぱい使用できます。是非、お買い物へ！

事務局より
●【重要】2021 年度より 自治会費は口座自動振替となります
今般の時世に鑑み、これまで各戸を訪問しておりました従来の対面集金を終止しま
す。来年度からは、原則として口座自動振替でのお支払いをお願い致します。詳細
については決まり次第、自治会だより等でご案内いたします。
引き続きみなさまのご理解ご協力をお願いいたします。
●年末年始のスケジュール
12/25（金）自治会だより発行
年末年始の休館お知らせ。１２/２８（月）～１/６（水） 冬季休館
※１２/２８全館清掃
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Topics of the month
■Many people went to the autumn exhibition & 3R free market. We would
like to thank all those who cooperated.
■The number of robbery and fraudulent calls is increasing. Please be
careful.
■Did you participate in the disaster prevention drill? Getting acquainted
with your neighbors is useful during disaster prevention.
■If you are using a wood stove, be careful not to bother your neighbors.
■From next year, the payment of the self-government membership fee
will be automatic fund transfer. When the details are decided, we will
inform you in "News from Shichirigahama Town Community ".

DECEMBER

2020 年 12 月
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火曜日
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水曜日
1

実施日決まり次第、たよりや
掲示板でお知らせします。
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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～

21

28
自治会館冬季休館
全館清掃
28日～1月6日
休館
＊28日は全館清掃日

3

自治会館冬季休館

5

10
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いきいきスクール
10:00～11:00
脳と体を美しく
コグニサイズ入門
＠自治会館
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24

25

26

9

15

東3丁目公園清掃
10:00～

正福寺公園清掃
10:00～

27

4

かもめサロン
12:00～16:00

14

4

自治会館冬季休館

土曜日

3

8

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～

2

金曜日

かもめサロン
12:00～16:00

祝つつじ公園愛護会発足

6

木曜日

かもめサロン
12:00～16:00

22

いきいきサロン
13:30～14:30
自治会スタッフ
によるクリスマス会
＠自治会館

正福寺公園清掃
10:00～
みらいふる
年忘れの会＠木曽路

かもめサロン
12:00～16:00
写経13:30～14:30
＠自治会館

29

30

自治会だより

31

自治会館冬季休館

自治会館冬季休館

1

2

元旦

正福寺公園清掃
10:00～
自治会館冬季休館

自治会館冬季休館

自治会館冬季休館

メモ 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。

12月20日はクリーンデイ一斉清掃。12月です皆さんで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。

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。
12 月 6 日（日）は何の日かご存知ですか。
「はやぶさ２」が地球に帰ってくる日で
す。なんと 6 年間飛行して戻ってくるんだよ。凄いですね。
ホームページではハロウィン、秋の作品展＆３R フリーマーケットの写真
を沢山掲載しています。皆さん是非お楽しみください。
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七里ガ浜自治会だより

2020 年（令和 2 年）11 月

ここからは、写真コーナーです。
ホームページをご覧くださった方だけが楽しめるコーナーです。

今年のハロウィンはこのポスターから始まった

モザイクフォトには送って頂いた全ての写真を印刷しました

親子で確認中。これかな？チッチャ！

パンプキンソースソフトクリーム大人気でした。
みんな商店会を宜しくネ！

9 / 16

七里ガ浜自治会だより

ハロウィンも鬼滅の刃旋風。

2020 年（令和 2 年）11 月

親子でバッチリ決めてみました

こちらは「奥様は魔女」の皆さま？ マスクでわからん⁉

ハロウィンは今年も止まらなかった！
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See you next year!

七里ガ浜自治会だより
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2020 年（令和 2 年）11 月

七里ガ浜自治会だより

2020 年（令和 2 年）11 月

絶好の天気です。気持ちいいね！

今年の常識アルコール洗浄とマスク

ちょっと散歩に出かけて来ました。ポカポカ
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気持ちいいナ

七里ガ浜自治会だより

みんな真剣だ。カッコ良いね
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2020 年（令和 2 年）11 月

七里ガ浜自治会だより

2020 年（令和 2 年）11 月

ソロ演奏です

どこかにイチローもいるよ

お囃子の音色っていいね

最高

観客も沢山いるね。演奏者も素敵だね！
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七里ガ浜自治会だより

2020 年（令和 2 年）11 月

みんなマスクして見学しています。拍手パチパチ。演奏会ってみんなが楽しめる企画だね！
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七里ガ浜自治会だより

秋の作品展＆３R フリーマーケット＆小さな音楽祭も大成功。

2020 年（令和 2 年）11 月

皆さんに感謝。それではバイバイ(@^^)/~~~

16 / 16

