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明けましておめでとうございます。 
今年も自治会の皆さんと力を合わせて、安全、安心な 
まちづくりを目指します。 
今年もよろしくお願いします。（会長 高橋 和也） 

 
 
■コロナ対策の基本「マスク」「手洗い」「三つの密を避ける」       

買い物や、外に出る時はマスクをしっかり付けましょう。 
コロナウイルスが嫌がる事を皆でやろう！ 

■緊急事態宣言に伴う自治会館閉館のお知らせ              
1月 11日（月）から 2月 7日（日）まで自治会館を閉館しておりま
す。事務局は業務を行っておりますが、ご用件はなるべく電話や eメ
ールでお願いします。 
今後の状況によっては、変更する場合がありますのでご了承下さい。 

■各地区の支部地区委員の選出をお願いします              
現在の支部地区委員さんの任期は 4月の総会までです。 
令和 3年度の選出をお願いいたします。 
選出方法は各地区毎に異なりますので、地区のみなさまでご確認下さ
い。お声が掛かりました際にはご協力をお願いいたします。 

■空き地に入ると法律違反です                     
自治会内の空き地や周りの森林全て所有者がいます。無断で入る事は
法律に違反します。昨年、極楽寺 4丁目 13番地周りの森林（正福寺
公園の崖の上）が全て個人所有になりました。 
柵等は未だありませんが、今までの様に林の中で自然を楽しむ事はで
きませんのでご注意ください。 

■【重要】自治会費口座振替のお知らせ      （詳しくは別紙参照） 
■成人の日のお祝いをまだ申し込まれていない方 
締め切りを 1月 31日まで延期いたします。 （詳しくは 5ページ参照）    
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行事体育 どんど焼き開催❕        ［岩城・廣田・平沢・三浦］ 
1月 10日に七里ガ浜小学校でどんど焼きを行い            
ました。 
寒い中お越しいただいた皆さま、有難うござい            
ます。朝早くから準備頂いた関係者の方々ご苦
労様でした。 
緊急事態宣言発出で家の中で過ごす事が増えま
した。 
何かとストレスが溜まる事も多いかと思いますが近隣の方に迷惑が掛からな
い様にお互いに注意して仲良くお過ごしください。 

 
防災                         ［白瀧・小原］ 
１． 防災用品等の購入、修理 

アルファ米等飲・食料品、防災倉庫（３丁目公園）の修理等検討を進
めています。 

２． 防災準備、対策は大丈夫ですか？ 
共助関係の強化―新年を期してより一層近隣との人間関

．．．．．．．

係を深めましょう
．．．．．．．．

。 
(ア) 安否、健康確認 
(イ) 除雪等の共同作業 
(ウ) 不審者等の対応等（防犯）のリスクにも有効です。 
飲・食料の１人３日分の備蓄―ローリングストック（消費した分をそ
の都度補充）をお奨めします。 
非常時持ち出し品の１まとめ、備蓄品は万全ですか? 

―「防災マニュアル p10」をご参照ください。― 
 
防 犯                             [高橋（行）・亀田] 
1. 令和 2年 12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 11件発生して、本年累計 256件となり前年同期比-83

件、増減比は-24.5％でした。（前年の約 75.5％で前月と変わらず） 
1.2特種詐欺全体では前月 1件発生して、累計-27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 1件発生で本年累計 19件、
前年同期比-17件、増減率は-47.2％で被害総額累計約 11,794万円でし
た。（先月被害額 0万円）また特殊詐欺（キャッシュカード詐欺盗）は、
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前月発生無しで、本年累計 6件、前年同期比-10件、増減率-62.5％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 2件で本年累計 39件となり、前年
同期比-28件、増減率-41.8％となりました。 
オートバイ盗は前月 1件発生して本年度累計 5件となり、前年同期比+4
件、増減率は＋400％となりました。 
空き巣は前月発生無しで、本年累計 12件、前年同期比+3件、増減率
+33.3％でした。 
忍び込みは前月 1件発生。累計 11件、前年同期比+11件となりました。 

加藤駐在からのご注意を是非実行してください！ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 12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は居りますので、七里ガ浜に何時来
るか分かりません。 

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 

鎌倉市及び鎌倉防犯協会ともに詐欺被害防止対策録音機の助成金助成は昨
年末で終了いたしました。お預かりしていた申請書は自治会から提出して
有りますが抽選の結果は申し込み者に連絡が来ます。 
詳しくは自治会ＨＰ「会長の部屋」を見るか自治会館までお尋ね下さい。    

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し
ましょう。  
昨年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。 
「◯◯さんですか。毎年やっている床下チェックですが、
明日予定入られますがどうですか。」 

との電話が近辺にかかってきています。  
名前を最初に言って油断させるのが手口です。  
実際に床下にもぐっただけで 30万円請求されたケースも
ありますので、ご注意下さい。 
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。 
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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。 
新年に入って更に 1組新規入会の方が増えました。(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] 
■12月～1月の住民協定が認可された案件（環境対策委員会） 
・東 4-14-10  O様邸新築工事  

工期：2021年 1月～6月 一戸建ての住宅 
 

＊＊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。 
         
 
ゴミの持ち帰りをお願いします 
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。 
今月配布しています「ハイビスカス」でもゴミ問題を取りあげています。 
 
福 祉                    [太田（明）・郡司・大澤] 
自治会館の閉館及びコロナ禍の現状を考慮して、2月、3月のいきいきスクー
ル、いきいきサロン、写経はお休みと致します。 
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♪ 新成人の皆さま、おめでとうございます。 
成人の日のお祝いをまだ申し込まれていない方、締め切り
を 1月 31日まで延期いたします。 

2021年成人式を迎えられた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。
お祝いの品をお届けいたします。 
自治会館は 2月 7日まで閉館しています。 
メール（7jichikai@jcom.zaq.ne.jp）にて受け付けます。 

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

自治会館閉館に準じ、かもめサロンも 2月 3日までお休みと致しま
す。その後の状況変更については、ポスター等でお知らせします。 
 

子ども会からのお願い                                ［龍・塚原］ 
自治会内は全て制限速度時速 30㎞です。 

 今年も安全運転でお願いします！ 
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 
 
事務局                    [水野・磯崎・龍・青山] 
【LINEで道路損傷等が通報できます】 
「道路に穴が開いている」「側溝が詰まっ
ている」など、道路施設が損傷していると
きに、LINEの簡単な操作で、速やかに鎌
倉市に通報ができます。 
お使いのスマートフォンで QRコードを読み取り、 
あらかじめ友達追加しておくと便利です。 
 

自治会館は 2月 7日（日）まで閉館中です。 
閉館中でも事務局は業務を行っています。 
御用の方は電話又はメールでお問合せ下さい。 
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Topics of the month  
■ Happy new year! Let’s try to spend more time at home in this 

Covid-19 pandemic. Please take this opportunity to build good 
communications with your neighbors. 

■Resident Association Hall is closed from January 11th (Monday) to 
February 7th(Sunday) due to the emergency.  

Clerks are available, but please contact them beforehand by 
phone or e-mail.   7jichikai@jcom.zaq.ne.jp 
■In our living area, there are some vacant lots and forests which are 

possessed by landowners. Please take notice that entering the 
precinct without permission violates the law. 

 
2021年２月     FEBRUARY  

 
 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。 

カレンダーの空きスペースが多い 2月です。でも 2月は祝日が 2回あ
り、28日までなのですぐに 3月です。3月はお雛様と桜餅ですね。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 1 2 3 4 5 6

7 8 メモ

東５丁目公園清掃

9:00～
あざらし公園清掃

10:30～

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～

クリーンデイ 8:00～
うずら公園清掃 8:30～

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

・2月21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。

・東4丁目公園は1月～3月の間活動休止します。4月から再開いたします。

・2月のいきいきスクール、いきいきサロン、写経はお休みいたします。

＜緊急事態宣言が延長された場合は中止又は延期する場合があります。ホームページ又は自治会館までお問合せ下さい。＞

＊緊急事態宣言中は自治会館は閉館していますが事務局は業務を行っております。

かば公園清掃

9:00～

天皇誕生日

建国記念の日

立春

緊急事態宣言の為

自治会館閉館

節分
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