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◼ 夏祭りについて                        

  今までと違った新しい企画で、コロナ感染対策を充分配慮して計画を進

めています。どうぞ御期待下さい。 (詳細は 2 ページ） 

 

◼ 自治会ホームページ、掲示板を是非定期的にご覧ください         

  自治会だよりに間に合わない急な連絡は、自治会ホームページ『くらし

の情報』や自治会の掲示板（12 か所にあります）でお知らせします。  

また、自治会ホームページの『七里 NAVI』には七里ガ浜 

近隣と広町の自然の写真を載せています。お楽しみ下さい。 

 

◼ 色々な詐欺があなたをねらっています(詳細は 3 ページ） 

 

◼ 「防災協力員」募集に応募頂きまして有難うございます       

引き続き 6 月末まで応募をお待ちしています。(詳細は 2 ページ） 

 

◼ 困っていそうなお年寄りを見かけたら、お声掛けをお願いします   

  お年寄りはちょっとしたことで困ってしまう場合があります。周りの人

のちょっとした声がけを待っています。困っていそうな様子を見たら

「どうかしましたか」という一言をお願いします。 

 

■ 敬老の日のお祝いの申し込みを受け付けます（詳細は 5 ページ） 

 敬老の日（9 月 20 日）時点で 80 歳以上の方はお申出下さい。 

 

◼ 夏休みラジオ体操を行います（詳細は４ページ） 

日時：7/26(月)〜7/30(金) 7:00〜 

場所：浄化センター （雨天中止） 
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行事体育            【三浦、岩城、平沢、鈴木（敏）、森崎】 

夏祭り開催に向けて大きく前進！ 

6 月 12 日の夏祭り実行委員会にて実施内容の大枠が決まりました。 

例年の夏祭りのスケールには及びませんが、コロナ禍での二年目の夏…皆さ

んが楽しめるアイテムをご用意して特別な夏を演出して参ります。 

大大的な告知はコロナ禍、控えさせて頂きますので、定期的に自治会ホーム

ページや掲示板で情報をお伝えしてまいります。 

 

 

防災                         【小原、皆川】 

１． 防災協力員新規登録状況 

５月「自治会だより」の防災協力員募集に対し、６月１４日現在１０名の方

に登録頂きました。 

要支援者数３５２名に対し防災協力員数は２３９名となっています。 

登録いただいた方、ありがとうございます。 

引き続き６月末までの登録、お待ちしています。 

日常の訓練等はありません。災害発生時には自分とご家族の安全をまず確認

し、次に何をするべきかとの意識を持っていただきたいので、法的な責任や

義務を負うのもではありません。 

２． 自分・家族の命は自分で守る 

災害基本法の改正により市町村が発表する大雨避難情報が変わりました！ 

今までの「避難勧告・指示」が廃止され「避難指示」に統一されました。 

警戒レベルは 

５が「緊急安全確保」 

４が「避難指示」 

３が「高齢者等避難」 

となります。 

「避難」とは「難」を「避」けること。 

自宅内が一番安全な場所であれば必ずし

も家屋外に避難する必要はありません。 

（「かながわ県のたより」６月号より） 
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防犯                       【亀田、鈴木（康）】 

１．犯罪発生状況 

⚫ 鎌倉市内の犯罪は引き続き減少傾向にありますが、相変わらず特殊詐欺、

還付金詐欺、架空料金請求詐欺が後をたちません。特殊詐欺被害額は、統

計上は今年累計で４００万円ですが、実際はもっと多いと思われます。 

 

⚫ 七里ガ浜地区 

鎌倉警察署七里ガ浜駐在所の加藤です 

＊6 月 12 日、東 3 丁目で忍び込み（家人がいるのに忍びこむ） 

が発生しました 

「二重になっているスライド式の窓ガラスで、一方を開けて網

戸にしていたところ、この網戸を破り、ロックを外して忍び込

まれた。」 

梶原でも同様の手口が数件発生しています。 

特に一階を網戸にしたまま二階にいる事が多い場合は要注意です。 

＊東 5 丁目で「近くで工事をしているものですが屋根を見てあげますよ」と

いってきた業者、何とクレーン車を持ってきて屋根の上で作業を始めた。 

幸い料金は請求されなかったものの意図が不明です。 

他にも同様の事例が目撃されています。 

この他にも「屋根板が一枚浮いている。ただで釘を打ってあげる」「床下を

見てあげます」「高圧洗浄をします」などと言って料金を請求する業者が徘

徊しています。 

➡➡ ―不審な業者は断固断り、家の敷地内には入れない事― 

２．架空料金請求詐欺 

⚫ パソコン：「このパソコンはウイルスに感染しました。すぐにサポートセ

ンターへ連絡 してください」とメッセージが表示され、連絡すると高額

なウイルス除去費用を請求される。 

⚫ メール ：「無料お試し期間が過ぎており登録料金（あるいはサイト利用

料等）の未納が発生しております。本日中に連絡なき場合、法的手続き

に入ります」 

いずれの場合も最近は「電子マネーを購入して支払ってください」と言われ

ることが多い。電子マネーとはビットキャッシュ、Googleplay カード、ア

マゾンギフトカード等のプリベイドカードで、コンビニで購入後、電話をさ

せてカード番号を聞き取る手口です。 
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✓ 書かれている電話番号には絶対に電話しない 

✓ 書かれている URL のクリック、サイトアクセスはしない 

✓ 添付ファイルは開かない、メールに返信はしない 

⚫ ハガキ：「総合消費税が未納」「サイト運営会社から訴えを起こされて

いる」などの文面で、期日までに連絡がないと訴訟を起こすとの脅し

文句が並べられています。 

―個人名、要求項目の発生日等の事実が特定されていない請求は無効で

す。慌てないで、必ず誰か（家族、警察、公的機関等）に相談してくだ

さい― 

３．パトロール隊情報 

わんわんパトロール隊員が一人、青パト隊員が二人、新規に登録

して頂きました。皆さまの応募をお待ちしています。 

 

環境                      【中村、加田、村谷】 

●自治会掲示板の老朽更新 

自治会区域内 12 か所の掲示板のうち、老朽化が進んでいる 5 か所の状況を

調査し、プロムナード北詰(緑のプロムナード北端植込み内)を更新すること

にしました。（7 月工事予定） 

■ 5 月〜6 月の住民協定の申請があり、認可された案件（環境対策委員会） 

・東 4-13-12 E 様邸新築工事  

工期：2021 年 6 月〜2021 年 12 月 一戸建ての住宅 

・東 2-24-1 T 様邸新築工事  

工期：2021 年 7 月〜2022 年 1 月 一戸建ての住宅 

 

子ども会                        【龍、塚原】 

●夏休みラジオ体操 

日時：7/26(月)〜7/30(金) 7:00〜 

場所：浄化センター  

【雨天の日は中止】 

＊感染症対策を行うことで実施調整中です。 

詳細は掲示板、自治会ホームページでお知らせします。 

＊オリンピックイヤーの夏休み、早寝早起きし生活リズムを整えスタート 

しましょう。ご褒美の参加賞・皆勤賞（子どものみ）もお楽しみに！ 
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福祉                    【太田、郡司、小松（真）】  

今年度は以下のルールでゆっくり行っていきます。予約受付は 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 

をはかり、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。  

♪いきいきスクール  毎月第 3 木曜日 10 時〜11 時（無料） 

 ★7 月 1５日(木) 魅惑のフラダンス  

大瀧初子さん（フラ ハーラウ オ ウルラニ主宰）  

♪いきいきサロン   毎月第 4 火曜日 13 時 30 分〜14 時 30 分（無料） 

★７月２７日(火) 介護のお話し  

聖テレジア包括支援センター  

♪写経はコロナが収まるまで、当分の間お休みさせて頂きます。 

❤❤敬老の日のお祝い❤❤ 

敬老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止

めていますので、自治会に申し込み用紙を用意致します(代理申し込み可)。

お電話(31-5489)または FAX(31-5516)でも受け付けます。 

敬老の日（9 月 20 日時点）で 80 歳以上の方はお申出下さ

い。 

受付は 6 月 28 日（月）からで 8 月 12 日（木）です。 

お変りないかの確認にもなりますので、毎年、80 歳以上のかたはお申し込み

宜しくお願い致します。 

 

右の 2 枚の写真は、6 月 17 日の

いきいきスクールの様子です。 

かもめサロン                             

毎週水曜日  12 時〜16 時  使用料 100 円 

通常オープンします。出かける事に躊躇なさらず、気晴らしにお越しくださ

い。飲み物は各自お持ちください。 

 

事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 

●自治会費(2021 年度分)の自動口座振替スタート！ 

  振替日：6 月 28 日（月）※来年度以降は 5 月 27 日の予定です 

  戸別集金からの移行手続きにご協力いただきありがとうございました。 

●自治会館の夏季お休み：8 月 7 日(土)〜15 日(日)予定 
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Topics of the month 

◼ Planning for the summer festival is currently underway. 

We will report it on the website one by one. 

◼ Radio calisthenics will be held from July 26th to July 30th. 

From 7am, the place is a water-purification center 

◼ “Keirounohi” in Japanese means “Respect-for-the-Aged Day”. 

We are going to celebrate the men over 80 years old. 

Please report yourself at the residents' association office.  

We are waiting. 

◼ "Burglary" occurred in the residents' association area. 

Please take care of yourselves. 

A tip from Mr. Kato, stationed in Shichirigahama Police box. 

2021 年 7 月    JULY 

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。 

「7 月 23 日から東京オリンピック開催」ってカレンダーへ書いて良

いものか未だに悩むってどこか変ですよね・・。 

でも 7 月はみんな大好き夏休みです！七里ガ浜は夏が似合いますよね。 

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 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 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

東3丁目公園清掃

10:00～

東４丁目公園清掃

8:30～

東５丁目公園清掃

9:00～

あざらし公園清掃

10:30～

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～

かば公園清掃

9:00～

うずら公園清掃 8:30～

クリーンデイ 8:00～ つつじ公園清掃

10:00～

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。

今月は7月18日（日）です。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参加お願いします。（通常8時から1時間程度です）

いきいきスクール

10:00～11:00

魅惑のフラダンス

いきいきサロン

13:30～14:30

介護のお話し

海の日

＜夏休みラジオ体操＞

＊夏休みラジオ体操 7月26日（月）～7月30日（金）７：００から

場所 浄化センター （雨天中止）

＊敬老の日お祝い申込 6月28日（月）～8月12日（木）自治会館まで

スポーツの日


