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■緊急事態宣言が 3/7まで延長されました             
自治会館閉鎖は 3月 7日まで延長いたします。 
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。徹底した感染対策を引き続きお願いいたします。 

■令和 2年度定時総会 
日時：４月２4日（土） 
昨年同様、議案書を事前配布し委任状にて賛否を問う、書面議決となる可
能性があります。詳細は 3月の自治会だよりにてお知らせいたします。 

■【重要】自治会費口座振替のお知らせ    （詳しくは別紙参照） 
2021年度（2021年 4月～2022年 3月）より自治会費は自動口座振替
によるお支払いをお願いいたします。 

■今年 3月に小学校を卒業するみなさん、4月に入学されるみなさんへ 
卒業、入学おめでとうございます。 
子ども会より記念品をお贈りいたします。(詳しくは６ページ) 

■毎年恒例の「桜祭り」はコロナ禍の為中止といたします       
近隣の祭りや行事については自治会ＨＰ「会長の部屋」で逐次
ご連絡しますのでご覧ください。 

■「めぐる東北WEEK」開催！3月 1日（月）～3月 14日（日）   
七里ガ浜商店会では東北の食材、物産を紹介、販売し東日本大震災で被災
された皆さんを応援いたします。 
是非皆さんも商店会へお越しください。（詳しくは６ページ） 

■プロムナードの整備進行中      （６，７ページをご覧ください）    
■「堆肥無料配布」を実施します    （2ページをご覧ください）              
３月８日（月）から１３日（土）まで「いるか公園」東側にて行います。 
自治会館周辺にパンジーを植えました。買い物や散歩の際ご覧ください。 

■いろいろな手口の犯罪・詐欺が増加中‼皆さん注意下さい 
3～４ページに詳しく紹介していますので是非お読みください。 
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環 境                  [馬場・村谷・小関・加田] 
１． プロムナードのベンチ固定、銘板取り付け 
桜のプロムナード２２台、緑の
プロムナード５台のベンチ設置
許可（道路占用許可）に際し、
鎌倉市よりベンチの固定及び銘
板（七里ガ浜自治会）の取り付
けの要請がありましたので、作
業を行い、作業完了報告書を 2/10に市役所へ提出い
たしました。ベンチはワイヤで固定してありますが、
自治会・商店会行事等の際は移動可能です。 
２． パンジーの花苗（９６苗）を入手し、桜のプロ
ムナード、自治会館前庭に植えました。お手伝い
いただいた皆様、ありがとうございました。 

３． クリーンデー： 毎月第三日曜日（3月 21日） 朝 8時から 8時 30
分（雨天中止） 

自宅付近の門掃きの励行、道路脇の除草、特に近所の空地・空家の道路脇の
除草をお願いします。鎌倉市は「まち美化統一クリーンデー」を制定し、綺
麗な街づくり活動への参加をお願いしています。 
■ 1月～2月の住民協定で認可された案件（環境対策委員会） 
・東 2-12-2   M様邸新築工事   

工期：2021年 2月～2021年 6月 一戸建ての住宅 
・東 3-21-13  O様邸新築工事   

工期：2021年 2月～2021年 7月 一戸建ての住宅 
・東 4-23-2  T様邸新築工事   

工期：2021年 2月～2021年 8月  一戸建ての住宅 
・東 4-20-8  S様邸新築工事   

工期：2021年 3 月～2021年 9月 一戸建ての住宅 
３R推進委員からのお知らせ       ［石川・清水・佐藤・中村］ 
「堆肥無料配布」を実施します 
３月８日（月）から１３日（土）まで、堆肥の無料配布を「いるか公園」東
側にて行います。取りに来られない方は、かもめサポート（有料）をご利用
下さい。１袋４５リットルを２袋５００円で
お届けできます。ご希望の方は、自治会事務
局（31-5489）までご連絡ください。 
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防犯                     ［高橋（行）・亀田] 
1. 令和 3年 1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 13件発生。 

本年累計 13件となり前年同期比-7件、増減比は-35.0％でした。 
1.2特種詐欺全体では前月発生無し。 
本年累計 0件、前年同期比 0件、増減比 0％となっています。 
特殊詐欺（主な手口＋その他の手口）は先月発生無しで本年累計 0件。 
前年同期比 0件、増減率は 0％で被害総額累計 0円でした。 
また特殊詐欺（キャッシュカード詐欺盗）も、前月発生無し。 
本年累計 0件、前年同期比 0件、増減率 0％で被害総額は 0円でした。 

1.3その他の刑法犯 
自転車盗が前月 1件発生で本年累計 1件。 
前年同期比-2件、増減率-66.7％となりました。 
その他の乗り物盗は前月発生無しでした。 
空き巣は前月発生無し。 
本年累計 0件、前年同期比-2件、増減率-100％でした。 
忍び込みは前月発生無し。 
本年累計 0件、前年同期比-1件、増減率-100％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 3年 1月末） 
2.1当自治会域内の七里ガ浜東、稲 5では事件や事故は有りませんでし
た。 

2.2見知らぬ人は絶対に家には入れない！！ 
 
・・近隣の町で日中発生した事件・・ 

高齢女性一人住まいの家にインターホンを押してジョギ
ング姿の男女が訪ねてきて、トイレを貸してほしいと言
われ止む無く家に上げたところ、男性が金鎚で脅して被
害者の手足や口を粘着テープで拘束し金目の物は無いか
と強盗に早変わりした。 
幸い家探しして目立ったものが無く使っていなかった 
古い手提げ金庫のみ持って逃げた事件が発生しました。 
皆様も十分ご注意願います。 
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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犯罪等は少なくなっておりますが周辺地域で
は、不審者を含め予断を許さない状況にあります。               
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。 
現在 2丁目、3丁目でそれぞれ１組のご参加頂いておりますがま
だまだ目標の２割で足踏みをしております。                        
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 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 
   昨年 12月 20日受付が締め切られました標記電話録音機購入に関して

は、自治会経由で２人の方からの購入希望申し込みを致しました。 
   結果は予定数に達しなかったとのことで抽選無しで無事受理されて購

入に助成が受けられましたのでご報告します。  

加藤駐在のメモ 
・津では強盗が発生しておりますので注意
が必要です。 

・不審な人や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不審業者にドアを開け
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。 

・相変わらず詐欺電話もありますので油断
大敵です。 
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防 災                         [白瀧・小原] 
１． 防災用品等の購入、修理および市への補助金申請をしました。 
ア.備蓄品 

①アルファ米(50食＊4) ②保存水(500ml＊24＊6、2000ml＊6)  
③蓄電バッテリー(２個) ④不織布マスク(2000枚) 

イ.備品 
防災自転車(１台) パンクしにくい機動性の高い自転車です。 

ウ.３丁目公園防災倉庫扉の修理 
２．  防災対策は万全ですか？ 
ア.共助関係の強化―近隣との共助関係を強化しましょう。 
近隣との共助は、防災時の安否確認だけでなく、平時の健康確認や除雪 
等の共同作業および不審者等の対応等（防犯）のリスクにも有効です。 

イ.１人３日分の備蓄―飲・食料（米、パン、缶詰、菓子）のローリングス
トック（消費した分をそのつど補充）が便利です。 

ウ.非常時持ち出し品の１まとめ、備蓄品については「防災マニュアル p10」
を参照してください。 

 
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、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。 
〇成人の日のお祝いは、29名の方にお届け致しました。 
 
かもめサロン  現在緊急事態宣言のため休止中です                                                        
再開の際にはポスター等でお知らせいたします。 
毎週水曜日 12-16時にお会いできるようになるのを楽しみにしています。 
 
みらいふる                         ［山下］ 
ふよう会の花村紀彦さんが神奈川県老人クラブ連合会より「多年にわたり老
人クラブ会長として会の発展に寄与された功績」により表彰されました。 
 
事務局                    [水野・磯崎・龍・青山] 
別紙の「2021年度自治会費の自動口座振替について」をお読みいただき、必
要書類を自治会にご提出ください。 
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子ども会                                  ［龍・塚原］ 
●卒業生/入学生へのお祝い贈呈 
今年 3月に小学校を卒業する 6年生、および 4月に入学される新
1年生の皆さんに電子版図書カードをお贈りします。 
右の QRコードを読み取るとメールフォームが立ち上がりますの
で、必要事項を記入のうえ送信下さい。［〆切：3/末日］ 
（ QRコードを利用できない場合、事務局☎31-5489でも受付けます） 
 
 
 
商店会                           ［武内］ 
「めぐる東北WEEK」を 3月 1日（月）～3月 14日（日）開催。 
東日本大震災から 10年が経とうとしています。その記憶が風化しつつある
今、遠く離れた鎌倉から東北に想い祈るイベントが、「3.11 ALL鎌倉実行委
員会（代表 中里成光氏）」主催で開催されます。七里ガ浜商店会として東北
の食材、物産を紹介、販売し、彼の地と心が繋がればと思います。イベント
参加店舗には目印の旗を揚げます。この期間中に是非足をお運びください。 
◆参加店舗：高山商店、珊瑚礁本店、Pacific BAKERY、ドックサロン・ドギ
ーバーバー、スペイン料理グラナダ、さんぽ整骨鍼灸・マッサージ院 
 
プロムナードの整備進行中               ［小松・武内］ 
プロムナードの西側、西友駐車場とココカラファインの前の 7本の木に関し
て、樹木の根が張り路面が凸凹しており歩行者が転倒する危険があることか
ら、この 7か所に関して補修する事に
成りました。 
桜の 4本については南側の 1本を残し
他の 3本は寿命と判断して桜の若木へ
植え替えます。クロガネモチ 3本は倒
木の危険が危惧されることから撤去・
伐根し路面を平板で舗装します。桜の
プロムナードは七里ガ浜のシンボルで
すので将来に向けて整備を進めていき
ます。 
詳細は次ページをご覧ください。 
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Topics of the month  
■ The closure of Resident Association Hall will be extended until 

March 7th(Sunday). 
■ A book voucher will be presented as a celebration to children who 
graduate from in March and also those who enter in April elementary 
school. Please apply from the QR code on page 6. 
■  From April, 2021, you are requested to pay the Resident 
Association membership fee by an automatic deduction from your 
bank account. Please submit the attached materials to the Resident 
Association. 
■ We carry out "free distribution of compost". It will be held on the 
east side of "Dolphin Park" from March 8th to 13th. 

2021年３月     MARCH 

 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。 
桜祭りは中止となりました。でも、プロムナードの桜は何時ものよう
に咲きます。鎌倉山の桜も綺麗ですね。七里ガ浜は良い所です。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 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 2 3

4 5 メモ

ひな祭り

春分の日

緊急事態宣言の為

自治会館閉館

東3丁目公園清掃

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～

かば公園清掃

9:00～

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～

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

・3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。

・3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。


