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■緑のプロムナード清掃を 5月 15日（土）（10時～11時半）実施します        

生垣の中や歩道の落葉、雑草の除去を行います。 
綺麗な街は気分も最高！いい運動にもなります。奮って参加下さい。 

（詳しくは 4ページ） 
■新学期がスタートしました 子ども達に声がけを！           

交差点にいきなり出てくるスケートボード、自転車。 
とても危険だと言うことを教えてあげましょう。 

■高速で走る車に注意！            （詳しくは 4ページ）  
住宅地内を通り抜ける車はかなりのスピードを出しています。特に奥
七里通りは下り坂で思った以上にスピードが出ています。今自治会と
しても安全の為警察と検討はしていますが、安全が確保できるまで注
意を怠らないよう気をつけましょう。 

■情報満載！「七里ガ浜自主防災マニュアル」是非ご一読下さい        
もしもの時の“行動マニュアル”や標高マップ等、役立つ情
報が満載です。         （関連情報 2ページに掲載） 

■地区内パトロール隊の隊員募集！ （詳しくは 3ページ参照）   
 拍子木隊、青パト隊、わんわんパトロール。隊員募集します。 
 ご自分のペースで自由な時間に参加頂けます。 
■自治会費の口座振替手続き                 

「口座振替依頼書」のご提出にご協力下さり有難うございます。 
〆切を過ぎましたが、まだお手元にある方いらっしゃいましたら急ぎ
事務局までご提出下さい。 

■ゴミの分別ルールを守って美しい七里ガ浜を守りましょう  
鎌倉市へ引っ越してこられた方は、最初はゴミ出しルー
ルが分かりにくいかもしれませんが鎌倉市から渡された
「資源物とごみの分け方・出し方」を読んでご対応をお
願いします。     （関連情報 5ページに掲載） 

鎌倉市七里ガ浜東 4-1-4 
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防 災                        [白瀧・小原]    
1. 自分、家族の「安全、安心」は日頃の災害対応の準備が重要です。 

(ア)  近隣との相互に安否確認できる共助関係を構築しましょう。 
（日頃の挨拶、会話） 

(イ)  飲食料の最低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）をお勧めします。 

(ウ)  窓、家具の固定・強化、塀の補強等家の内外の安全性を確認して 
ください。 

(エ)  防災グッズ（ヘルメット、懐中電灯、軍手、FMラジオ付ラジオ  
等）、医薬品、貴重品をまとめ、すぐに取りだせるところに保管しま  
しょう。 

 ＊「七里ガ浜自主防災マニュアル」p10～11確認して 
ください。 

２. 防災自転車（右の写真）を 1台購入しました。 
ノーパンク、電動式です。災害時の酷い悪路でもパンクせず
に自治会内を巡回・連絡、市役所等への移動ができます。 
 
防 犯                       [高橋（行）・亀田] 
１．3月末の鎌倉署内犯罪発生状況 
鎌倉署内の犯罪総数は 19件で前年同期比▲３９％と減少傾向にあります
が特殊詐欺が一件発生しています。空き巣、忍び込みは０でした。 

２．七里ガ浜地区の状況 
＊＊ 要注意 稲５で還付金詐欺被害発生!! ＊＊ 
市役所を名乗る男から「保険金還付がある」と電話があり、ATＭに誘導 
され被害にあう。 

3月 本年累計 前年同期比 増減率 備考

刑法犯 16 42 -24 -36.4%
特殊詐欺 1 2 0 0
その他刑法犯 2 3 -6 -66.7% 自転車盗
空き巣 0 0 0 0
忍び込み 0 0 0 0

計 19 47 -30 -39.0%
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１）還付金詐欺 
電話で「還付金」の言葉が出てきたら間違いなく詐欺です。 
 還付金は個人が書面で申請しない限り、ＡＴＭの操作だけで現金が戻
ってくることはありません。 

 役所が個人あてにわざわざ「還付金がある」と電話することは絶対あ
りません。 

 （加藤駐在から）スマホ片手にＡＴＭを操作している人を
みかけましたら、ためらわずに声をかけて下さい。 
みんなでこの街を守りましょう。 

２）自宅への訪問者 
 不審者は絶対家の中に入れないで（トイレ借用含む） 
 無断で侵入してきたら－不法侵入です。⇒110番へ 
 同意して入れてしまったら 

   強盗に早変わり ⇒ 110番へ  押し売り、恐喝 ⇒ 110番へ 
 高額商品の売り込みに契約してしまった ⇒ 消費者センターへ 

３）キャッシュカード詐欺 
注意！！キャッシュカードをだまし取られる被害が後をたちません。 

＊警察、銀行が個人宅を訪問し、キャッシュカードを見せろという事は絶
対ありません。 

＊キャッシュカードは他人には絶対渡さない、暗証番号は絶対教えない！ 
３．地区内パトロールのご案内 
七里ガ浜地区では犯罪者が嫌がる「明るく、和やかな雰囲気」の地区を
目指してパトロールを実施しています。 

１）人の目線で ― 拍子木隊が活躍中。カチカチと安心の響きで地区内を
パトロール。 

２）車の目線で ― 青パト隊（青空パトロール）が活躍中。マイカーの屋
根に青いランプを載せて地区内をパトロール。車の運転席から
でしか見えない不審車両、危険個所をチェックして安全に。 

３）愛犬と同じ目線で―わんわんパトロール。愛犬にストラップ
を付け、腕に腕章をつけていつもの散歩コースへ。不審者はい
ないかな、危険な箇所はないかな、愛犬と一緒に散歩でパトロ
ール。 

いずれのパトロール隊も隊員募集中です。申し込みは自治会事務局まで。 
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4．S字カーブの速度対策 
3月度の理事会で地区委員から相談のありました、鎌倉山からの S字カーブ
での速度対策は、一方通行が終了する付近の路面に「速度落とせ」と表示す
ることで市役所と話を進めています。担当者の話ではこの方法が一番効果が
見込まれるとのことです。 
５．鎌倉ガーディアン大津代表からの防犯メールより 
鎌倉市内では犯罪は減少傾向ですが、車上狙い、不審者情報が相次いで い
ます。夜間の暴走族による爆音被害も続いていますので、ひどい場合は警察
に通報して下さい。あるご住職のお話「人と人との間にあって成長するから
人間であって、リモートや黙食では寂しく、ストレスも増すばかりです」 
一日も早く元の生活に戻れますように。 

 
環 境                   [馬場・村谷・小関・加田]  

1. 街路樹愛護会活動予定 
 5月 15日（土）（10時～11時半）緑のプロムナードの清掃を実施。  
生垣の中や歩道の落葉、雑草の除去を行います。 
皆様の参加をお願いします。 

＊雨天の場合は次週 22日（土）の同時間帯で。 
なお、毎月の活動として、クリーンデイ（毎月第 3日曜日）に合わせ
て自宅周りやプロムナード清掃を実施して頂いていますので、ご協力
お願いします。 

2. 清掃用具の取り扱い 
    公園清掃などに使う、芝刈り機、刈払機の点検、剪定ばさみの砥石に

よる研削など、用具類の点検整備を行いましたのでご活用ください。 
なお、使用後は、ガソリンの抜き取り、用具の清掃を行い、刃物は刃 
先の清掃し、防錆剤（クレ 55）などを塗布して返却をお願いします。 

■ 3月～4月の住民協定で認可された案件（環境対策委員会） 
・東 3-26-12  I様邸新築工事  

工期：2021年 4月～2021年 9月 一戸建ての住宅 
・東 2-32-9   S様邸新築工事  

工期：2021年 4月～2021年 10月 一戸建ての住宅 
・東 3-19-7   N様邸新築工事  

工期：2021年 4月～2021年 9月 一戸建ての住宅 
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商店会                            [武内] 
  桜のプロムナードの営業利用について 
  2020年 6月、国土交通省から認可されておりました「桜のプロムナー

ドの路上利用スペースの占用期間」の許可が 2021年 9月 30日迄延長
されました。 

  行政が今回の使用を認可する一番の目的は昨今のコロナ禍のなか、狭い
各商店の三密回避をしたうえで地域活性化等に繋がればとの考えです。
引き続き使用条件である 2メートル以上の歩道幅の確保、安全、美化清
掃作業に努めながら今後も使用させて頂きます。皆さまのご理解並びに
ご利用を商店会一同お待ちしております。 

福 祉                    [太田（明）・郡司・大澤] 
まだコロナが治まりませんので予約で 15人まで、電話にて自治会にお申し込
みください。 

♪いきいきスクール（無料） 毎月第 3木曜日 10時～11時 
5月 20日(木)手指への刺激で体も脳も活性化 
(指ヨガ講座)西窪美佐子さん(指ヨガインストラクター) 

♪いきいきサロン（無料）毎月第 4火曜日 13時 30分～14時 30分 
5月 25日(火)  骨密度、握力測定  市民健康課 

♪写経はコロナが治まるまで、当分の間お休みさせて頂きます。  
 

かもめサロン 毎週水曜日 12～16時 使用料 100円                       
しばらくの間、飲食は控えさせていただきます。 

子ども会                        [ 龍・塚原 ]  

5月 5日
  Go！ Go‼クリーン大作戦

（水/祝）いるか公園＆桜のプロムナード清掃＠10：00～ 
いるか公園集合、あれば軍手をお持ち下さい。ゴミや草・落ち葉を集めると
モンスターが出現！？キッズやご家族の他、近隣のみなさまもご参加を！ 
 
３R推進委員からのお願い！      ［石川・佐藤・清水・中村(禮)］ 
ゴミステーションの利用の仕方が大変に整理されて来ていると思います。 
残念な事にまだまだ分別の出来ていないままに出されたり、海の帰り道にペ
ットボトルの飲み残しや、食べ残しなどが“ポイ”と捨てられています。各ス
テーションの方々の努力が一人や二人の方の為に“汚い”ステーションと思わ
れています。もう一度皆さまでご自分のステーションを確認頂き、美しい七
里の街を守って行きましょう。 



 七里ガ浜自治会だより  2021 年（令和 3 年）04 月 

 6 / 6 
 

  Topics of the month  
■ Cleaning of the green promenade will be carried out on Saturday, 

May 15 (10 am-11:30pm). Please join us. 
■ Please read "Shichirigahama Voluntary Disaster 

Prevention Manual". Full of information on disaster 
prevention. Please read it with your family. 

■  Recruitment of patrol corps in the district. 
Do you know wooden clappers? As a crime prevention 
activity of the residents' association, patrol corps are 
making sounds with clappers while walking in the 
district. 

 
2021年５月     MAY 

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。 
「今年の 5月連休は・・・」的なニュースが少ないのは寂しいですね。 
新緑が美しい時期です。皆さんのお気に入りの散歩コースは何処ですか？ 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

25 26 27 28 29 30 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 メモ

東４丁目公園清掃

8:30～

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～

うずら公園清掃 8:30～

クリーンデイ 8:00～

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

つつじ公園清掃

10:00～
いきいきスクール

10:00～11:00
指ヨガ講座

いきいきサロン

13:30～14:30
骨密度、握力測定

緑のプロムナード

清掃
10:00～11:30

・5月15日（土）は緑のプロムナード清掃。10:00～11:30 皆さんの参加をお願いします。

・5月16日（日）はクリーンデイ一斉清掃。ご近所の皆様方が声を掛け合って自宅前の清掃をお願いします。

日頃の挨拶は防災や防犯に有効です。

・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。

憲法記念日 みどりの日 こどもの日
こどもの日 
いるか公園清掃 
10：00～ 
かもめサロン 
12：00～16：00 
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