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■自治会館の利用規則の一部を変更致しました              

新型コロナウイルス感染拡大予防の為、再び自治会館内での飲食は中
止といたします。皆さまのご理解ご協力をお願いします。 

■来年の新年会は中止といたします                   
コロナ禍の状況を考慮して新年会は中止といたします。 

■どんど焼き開催！！ 1月 10日（日）   （詳しくは２ページ） 
コロナウイルス感染防止の為マスク着用の徹底をお願いいたします。 
緊急事態宣言などが発令された場合は中止する場合があります。 
その時は掲示板、自治会ホームページでご連絡いたします。  

■桜のプロムナード商店会テラス営業に関して   （詳しくは 7ページ） 
今年 6 月に国土交通省がコロナ感染対策の緊急措置として路上利用の
許可基準を緩和するのを受けて、商店会が正式に申請を行い許可され
ております。皆様のご理解並びにご利用をお待ちしております。 

■ゴミの持ち帰りをお願いします         （詳しくは２ページ） 
公園やプロムナードでお菓子ゴミ・たばこの吸い殻・マスクゴミなど
が増えています。ポイ捨てをせずにゴミは自分で持ち帰りましょう。 

■安全運転のお願い               （詳しくは２ページ） 
自治会内はすべて制限時速３０km です。 
安全運転で年末年始を過ごしましょう。 

■ホームページに環境理事の部屋「環境コンシャスで行こう！」がオープン 
会長の部屋、環境理事の部屋ともに写真が素敵です！ 

（詳しくは５ページ又は QRコードから⇒） 
■【重要】自治会費口座振替の流れ   （詳しくは別紙参照）               

12 月の理事会にて自治会費口座振替の流れ等に関して承認されまし
た。詳しくは別紙をご参照下さい。               
順次自治会だより、ホームページでもお知らせ致します。 
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子ども会                        ［龍・塚原］ 
★自分の出したゴミの持ち帰りをお願いします 

公園やプロムナードでのゴミが目立ってきました。ゴミを忘れずに持ち
帰りましょう。大人の日頃の行動をお子さんは見ています。先ずは大人
が率先してゴミの持ち帰りを実践しましょう。 
子どもたちも自分で出したゴミは自分で持ち帰ってね！！ 

① ポイ捨てをせず自分のゴミは必ず持ち帰る。 
② たばこの吸殻・マスクゴミなどが増えています。 
③ 大人も子どもも協力してきれいな七里ガ浜の街を創りま

しょう！ 
★安全運転のお願い 

鎌倉山から海岸へ向かう道路は直線が多いせいか、スピードを落とさ
ず子供がいてもクラクションで走り抜ける車がいます。 
自治会内はすべて制限時速３０km です。 
路上駐車も増えています。「すぐ戻る」のちょっとした瞬間に事故は起
こりますので皆さん注意しましょう。 
 住宅街、主役は歩行者 忘れない 
安全運転で年末年始を過ごしましょう。 
 

行事体育   どんど焼き開催❕      ［岩崎・廣田・三浦・平沢］ 
伝統文化、慣習の継続、地域コミュニティの持続的活性化を踏まえ、令和三
年のどんど焼き実施についてご連絡致します。 

〜令和三年七里ガ浜自治会どんど焼き〜 
●日時   令和 3年 1月 10日（日） 

          8時半〜11時 
  ●場所   七里ガ浜小学校 
 ※コロナ感染防止の為、例年行っていたお汁粉等の食物      

の配布は御座いません。 
※コロナ感染予防の為、マスク着用の徹底をお願いいた    

します。 
※お飾りの金具は外してお持ちください。 
＊緊急事態宣言などが発令された場合は中止する場合があります。 

中止の場合は掲示板、自治会ホームページでご連絡いたします。 
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防災                         ［白瀧・小原］ 
１． 防災訓練結果報告 

 11/22(日) 9 時 30 分から６指定公園で実施 いたしました。 
 昨年は７１名参加でしたが、今年は９４名と大幅に増加しました。 
ご協力頂き有難うございました。 

参加者の主なご意見等は下記のとおりです。 
       ① 近隣の方と顏合わせができて地域の連帯感が深まった。 
   ② 白布掲示宅が少なかった。 
   ③ 防災意識が高まった。 
   ④ 3 丁目公園防災倉庫の扉が不具合。 
   ⑤ 5 丁目公園の発電機が不具合。 
訓練参加者のご意見ご要望を理事会で検討し対応して行きます。 

２. 防災備品・備蓄品の購入 
防災訓練参加者の意見、要望を踏まえ購入品を検討します。 

３．自分、家族の命は自分で守る 
    ア．近隣との共助関係を強化しましょう。 

（防災に限らず防犯等他のリスクにも有効です）    
イ． 備蓄品、非常時持出品の準備をしましょう。 

家の内（窓ガラス、家具等）外（庭、ガレージ、
塀、フェンス等）の固定・強化をしましょう。 

ウ．火災に注意 しましょう 
 ストーブの扱い。消火器、火災報知器の設置等 

防 犯                      [高橋（行）・亀田] 
1. 令和 2 年 11 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 14 件発生して、本年度累計 245 件となり前年同期比-70

件、増減比は-22.2％でした。（前年の約 78％で前月と変わらず） 
1.2 特種詐欺全体では前月 2 件発生して、累計 24 件、前年同期比-24 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 18 件、前
年同期比-15 件、増減率は-45.5％ですが被害総額累計約 1 億 1,794 万円と
先月に比べ 7 千万円近く増加しています。（先月被害額 4,800 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。本年累計 6 件、
前年同期比-9 件、増減率-60.0％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 1 件発生で本年度累計 37 件とな

り、前年同期比-29 件、増減率-43.9％となりました。 
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空き巣は前月 1 件発生し、本年累計 12 件、前年同期比+4 件、増減率
+50.0％でした。忍び込みは前月発生無しで、累計+10 件、前年同期比
+10 件のままです。 

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 11 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。相変わらず強引な訪問業者が近隣で報告されています。注意！！ 
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安易にドアを開けない様徹底

する。 前々月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。  

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 
鎌倉市の助成枠の 200 人に達した時点で、既に終了となっております。 

一方、 防犯協会でもほぼ同じ機種を同額の助成金が付いて購入できることに
なりました。 １２月２０日の応募締め切りに合わせて、自治会でお預かりし
ていた申請書は提出しております。希望者多数の場合は抽選となり、後日結
果連絡が来ます。詳しくはＨＰ「会長の部屋」又は自治会館まで。 
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とストラップ」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） 
2.4 防犯関係今年のトピックス 
 12月自治会エリア内のお宅に「息子の名を語ったオレオレ詐欺」の電話
がかかって来ました。即、息子さんへ電話し詐欺だという事が分かり未然
に防止できました。警察にも連絡済です。他人ごとではありません！！ 

 今年は鎌倉市の行事もコロナ禍で全て中止となっているので、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しました。 

 七里ガ浜駐在の加藤巡査部長は昨年の特殊詐欺の受け子逮捕に続いて 
今年 9 月に発生した還付金詐欺事件を ATM の所で未然に阻止したので 
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『特殊詐欺キラー』として警察内部表彰を受けました。 
 今年は特殊詐欺以外での目立つ事件、事故等は有りませんでした。 
環 境                  [馬場・村谷・小関・加田] 
１．つつじ公園 公園愛護会をスタートしました 
東 4 丁目のつつじ公園（通称三角公園）に七里ガ浜
自治会 10 個目の愛護会を近隣の方に設立して頂
き、11 月 28 日、14 名の有志の方により、清掃作
業を実施しました。皆さんで力を合わせて久しぶり
に公園を綺麗にしようと作業し、一時間ほどで見違えるほどスッキリ！次回
の清掃は 1 月の下旬ごろ実施の予定とのこと。掲示板などで開催を連絡しま
す。 

２．行合通りと 3 本東側の上り坂の道路脇清掃を実施 
      （それぞれ下から潮騒通りまでの一部） 
江ノ電利用の方の七里ガ浜東への玄関口の道路脇を、気持ち
よく正月が迎えられるよう有志の方で清掃しごみ袋 14 個も
の雑草などを除去しました（11 月 26 日・12 月 4 日） 

３．緑のプロムナードの植栽大幅剪定  
木がかなり大きくなり、街路灯が暗くなっているとの指摘を
受けて市に依頼して実施。スッキリしました。   
近隣の植木が大きくなりすぎ、自宅の日照に影響が出て困る
というご意見が自治会に寄せられていますが、個人宅の植栽
については自治会が関与できません。自分の家の植木等が近
隣に迷惑をかけていないかご確認いただき、必要に応じて剪
定をお願いいたします。目隠しの目的でも木が大きくなりすぎていると防犯
上も危険です。 

４．自治会 HP に環境理事の部屋「環境コンシャスで行こう！」がスタート 
自治会だよりとは違う視点で、環境関連のトピックスをお
伝えしていきます。七里ガ浜を気持ちよく、綺麗にする活
動をされている住民の方をご紹介するシリーズも展開中で
す。ぜひ、ご覧ください！  
■11 月～12 月の住民協定が認可された案件（環境対策委員会） 
・東 4-35-15 Y 様邸新築工事  

工期：2020 年 12 月～2021 年 3 月 一戸建ての住宅 
・東 3-22-2 H 様邸新築工事  

工期：2020 年 12 月～2021 年 3 月 一戸建ての住宅 



 七里ガ浜自治会だより  2020 年（令和 2 年）12 月 

 6 / 8 
 

＊＊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いたします。 
         
生活文化＆３R推進委員＆行事体育   [イベント実行協力メンバー一同]  
三密・接触回避など、人と人のコミュニケーションが取り辛い中、多くの人
が、息が詰まっている状況の一年でありました。 
この状況下において、すこしでも皆様にひと時の安らぎや笑顔をおとどけし
たいと、夏には、「花火大会」秋には「文化祭」を開催致しました。 
どちらも、これまでに無い環境の中、どのように開催するかは非常に頭を捻
りましたが、いずれも多くの人から「ありがとう」の言葉を頂くことができ
ました。来年がどのような状況になるかは、誰にもわかりません。 
しかし、七里ガ浜自治会員の皆様を、少しでも元気づけられるようなプラン
を更に計画していきたいと考えます    
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。 
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 
2021 年 1 月 21 日 寝込まない、老け込まない、体感トレーニング         

林真理子さん（スポーツインストラクター） 
2 月 18 日 魅惑のフラダンス                    

講師：フラハーラウオウルラニ主宰 大瀧初子さん 
♪いきいきサロン 毎月第 4火曜日 13時 30分〜14時 30分 無料 
 2021 年 1 月 26 日 百人一首 自治会スタッフ 

2 月のいきいきサロンは祝日のためお休みです。 
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♪写経 毎月第 4 水曜日 13 時 30 分～14 時 30 分 無料 
1 月 27 日(水)・2 月 24 日(水) 

♪成人の日のお祝い  
成人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（31-5489）、FAX（31-5516）またはメール
（7jichikai@jcom.zaq.ne.jp）でも受け付けます。 
2021 年成人式を迎えられる方はお申し出ください。お名前、住所、生年月日
をお知らせください。1 月 14 日（木）が申し込み締め切りです。1 月末ころ
までにお祝いの品をお届けいたします。※12/２８~1/6 まで自治会館冬期休
館の為、ご注意ください。 
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］ 
1 月行事  新年会は中止とし、お年賀の品をお配りします。 
 
商店会                           [武内] 
桜のプロムナードにおける令和 2 年 6 月施行の国土交通省からのテラス営業
に向けての歩道の「道路占用許可」が令和 3 年 3 月 31 日まで延長されまし
た。今回の使用時には 2 メートル以上の歩道幅の確保が必須条件で各店クリ
アしております。同時に保健所の指導、警察署の承認も取れております。 
使用している各商店そして商店会として安全・美化・清掃作業に努めながら
使用させて頂いております。 
 
事務局                    [水野・磯崎・龍・青山] 

年末年始の休館お知らせ。１２/２８（月）～１/６（水）  
※１２/２８全館清掃です。 
2021 年度から自治会費は、自動口座振替により集金します。 

詳しくは別紙をご覧ください。 
皆さまのご協力とご理解をよろしくお願いいたします。 



 七里ガ浜自治会だより  2020 年（令和 2 年）12 月 

 8 / 8 
 

Topics of the month  
■ Dondo-yaki will be held on January 10th.  
   Dondo-Yaki is a fire festival which is usually held in January . 

People bring with them New Year's ornaments of the neighborhood 
in order to burn them in a big Dondo bonfire. It is believed that 
spirits of the new year are supposed to go home with the smoke his 
fire.If an emergency declaration is issued, it may be canceled. 

 Within the residents' association area, the speed limit for cars is 30 
kilometers per hour. Thank you for your cooperation in safe driving. 

 Recently, garbage and cigarette butts have stood out in parks and 
promenades. Let's take the trash home with us. 

 Have you ever visited the homepage of the residents' association? 
The content has been renewed. Please take a look. 

2021年１月     JANUARY  

 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。 
2021 年が皆さまにとって良い年に成る様にお祈り申し上げます。 

皆さん元気でお会いしましょう❣ 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 1 メモ

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～

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～

東3丁目公園清掃

10:00～

かば公園清掃

9:00～

自治会館冬季休館

～1月6日

元旦

いきいきスクール

10:00～11:00
寝込まない、老け込

まない、体感トレー

ニング

いきいきサロン

13:30～14:30
百人一首

自治会スタッフ
写経13:30～14:30

＠自治会館

1月17日（日）はクリーンデイ一斉清掃。

東2丁目公園清掃は各自の都合の良い日時で水撒き等３０分でも参加お願いします。

つつじ公園の清掃日：実施日決定し次第、だよりや掲示板でお知らせします。

今月の東3丁目公園清掃は1月18日です。ご注意下さい。

東4丁目公園は1月～3月の間活動休止します。4月から再開しますので宜しく！！

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。

公園愛護会は新しい会員の参加を歓迎します。最近若い方の参加が増えています。

1月10日(日）

どんど焼き8:30～11:00
＠七里ガ浜小学校

成人の日のお祝い

申込締切


