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 〜BEST  SUMMER 2021 未来に繋ぐ「七里ガ浜の夏休み」〜    

8月 21日（土）、22日（日）は「例外な夏」から「特別な夏」へ！ 
昨年同様、花火の打ち上げも予定！七里ガ浜おはやし会、七里ヶ浜神輿
保存會もお楽しみ下さい。(状況次第で変更可能性有り・詳細は２ページ） 
 「おうちで体操をしてアイス券をゲット」を開催します       
ラジオ体操は中止となりました。（詳細は６ページ） 
楽しみにしていた皆さん、ごめんなさい。 

 夏休みが始まりました（関連記事 5,6,7ページ）                   
「玄関や窓の施錠を徹底する」「不用意にインタ
ーホンや電話にでない」等、家庭で話し合ってお
きましょう。公園で遊ぶときはケガをしない様に
注意して遊んでね！ 

 路上駐車は思わぬ事故を招きます                 
最近西友、ココカラファイン裏の駐車が目立っています。 
皆さんで注意しましょう。ちょっとした間に事故は起こります。 

 腰越なごやかセンターへの無料送迎始まりました          
自治会館に時刻表があります。ホームページでも掲載しています。 

 「防災協力員」への登録有難うございました            
今回新たに 12名の方に登録いただきました。 (詳細は 2ページ） 

 自治会費自動振り込みへのご協力ありがとうございます             
「あっ、忘れてた」という方は事務局からの案内をご覧ください。 

■ 敬老の日のお祝いの申し込みは 8月 18日（水）まで延長します    
 80歳以上の方はお申出下さい。   （詳細は 5ページ） 
 災害リスクに備えましょう                     
私たちの住んでいる七里ガ浜の災害情報マップを是非
ご自身で確認してください。  （詳細は３ページ） 
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行事体育          【三浦、岩城、平沢、鈴木（敏）、森崎】 
暑中お見舞い申し上げます。 

コロナ禍、二度目の例外な夏がやって参りました。 
 今夏 8月 21日（土）、22日（日）は 

〜BEST  SUMMER 2021 未来に繋ぐ「七里ガ浜の夏休み」〜 
と銘打ち、細やかではありますが、会員皆様の夏の思い出、お子様の夏休
みの思い出作りの一助になれるような時間、機会をご提供致します。 
 
また、昨年同様、花火の打ち上げも予定しており、今夏は共催
（七里ガ浜自治会、七里ガ浜町内会、七里ガ浜 2町目自治会、
北稲村ガ崎自治会）の運びとなりました。 
「例外な夏」から「特別な夏」へ！ 
〜BEST SUMMER 2021 未来へ繋ぐ「七里ガ浜の夏休み」〜の
詳細に関しては、七里ガ浜自治会ホームページ・掲示板でご確
認下さい。 
 

★★七里ガ浜おはやし会★★【武内】 
8月 22日（日）夕暮れより町内をふれ太鼓にて回ります。 
各ご家庭にて耳で七里ガ浜の夏を感じて下さい。 
側道でのハンドジェスチャーでの応援歓迎いたします。 
 
★★七里ヶ浜神輿保存會★★【武内】 
8月 21日（土）、22日（日）夕刻より桜のプロムナードで万灯神輿
を点灯します。ご時世により担いだり練り歩くことはできません
が、この時期の七里ガ浜のシンボルでもありますので 2日間のみ鎮
座いたします。皆さまお散歩がてらに是非見にいらしてください。 

 
＊新型コロナウイルス感染防止対策のガイドラインの作成など対策を講じて
計画を練っていますが、感染状況によっては内容を変更する場合がありま
す。最新の情報はホームページ等でお知らせいたします。 
 
防災                         【小原、皆川】 

1. 防災協力員への登録ありがとうございました。 
今回新たに１2名の方に登録頂き、要支援者 352名に対し、協力員総数
241名となりました。 
新任の皆様、宜しくお願い致します。 
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2. 自分・家族の命は自分で守る 
鎌倉市のホームページで当自治会地域の「土砂災害情報  

 マップ」「盛土の状況」などが閲覧可能です。 
それによると土砂災害では東 5丁目と稲村 5丁目の一部 
に土砂災害警戒区域が設定されています。 
自治会掲示板に「土砂災害情報マップ」を掲示しますので参照ください。 

  
▶▶▶「土砂災害情報マップ」はインターネットで、 
   「鎌倉市ホームページ」を検索⇒「防災・防犯」⇒「防災」

⇒「鎌倉市防災情報マップ」⇒「洪水／土砂災害／地震・
津波」のどれかを選択⇒地図の閲覧が可能となります。 

    また「盛土の状況」については、 
「鎌倉市ホームページ」⇒「産業・まちづくり」⇒「開発行為」⇒
「鎌倉市大規模盛土造成地マップ」で閲覧可能です。 
 

 防犯                           【亀田、鈴木（康）】 

１．わんわんパトロール・青空パトロール 
パトロール隊員から「チャドクガの発生」「道路の補修が必
要」などの貴重な情報が寄せられています。引き続きよろしく
お願いいたします。新規隊員の申込もお待ちしております。 
２．防犯トピックス 
＊宅配業者の不在連絡を装ったショートメール ：宅配業者の不在連絡を装
ったショートメールが増えています。誘導されるままにアカウントの ID、パ
スワードを入力してしまうとアカウントを乗っ取られ、自分のスマホが他人
の思うままに操られてしまいます。リンクは絶対に押さないで下さい。 

◆SMS（ショートメッセージサービス／ショートメール）とは？ 
SMSとは、ショートメッセージサービス（英: short message service）の略で、
電話番号を宛先にしてメッセージ（文字）のやり取りができるサービスです。 
◆「アカウント乗っ取り」とは？ 
「不正な方法でパスワードとアカウントを入手し、他人のアカウントにログインする 
こと」を指します。 
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＊偽サイト詐欺 
「ブランド品を格安で」との文面で偽サイトに誘導し、偽物
を送ってきたり、クレジットカードの番号を抜き取られたり
との被害が増えています。通販での高額商品の購入は信用で
きるサイトから。 
＊スマホにも「オレオレ詐欺」 
固定電話だけでなくスマホにもオレオレ詐欺グループからの電話
が入っています。 
通話中に「お金」「キャッシュカード」の言葉が出てきたら必ず一
度切り、登録してある番号にかけ直す様にしてください。 
登録してある番号以外には電話しない！ 
警視庁では金融機関と連携し「ATMの周りでスマホ通話をし
ない、させない」キャンペーンを実施中です。 
 
３．鎌倉市特殊詐欺防止機能付き電話機、録音機補助制度 
電話の着信音が鳴る前に 
「この通話は録音されています。ピーという音が鳴ったらお名前をおっしゃ
ってください。その後おつなぎします。」 
というアナウンスが流れ、ピーという音の３〜4秒後に電話の着信音が鳴
り、受話器を取ると自動録音が開始される機能を持つ電話機、録音機（外付
けタイプ）を対象に補助金が出る制度です。 
特殊詐欺や不審電話はほとんどが「録音されている」とアナウンスがあった
時点で切れる為、着信音が鳴った時点で安心して電話に出ることができま
す。 
 補助金 ：購入金額（ポイント還元等の割引がある場合は割引後の価格）
の 3分の２または 6000円の低い方の金額 

 申請方法：HPから申請書、同意書をダウンロードし、必要事項を記入
後、必要書類と一緒に鎌倉市市民安全課に提出する。郵送も可。 
 

6月末時点で２００台の予定がまだ５０台という事ですが、購入予定のある
方はお早めに。 
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環境                      【中村、加田、村谷】 
６月末に町内の公園で小学生が遊具から誤って転落し、救急車で搬送され
る事故がありました。 
公園の遊具で遊んでいる時、誤って手や足を滑らして落下し、大事に至る
場合があります。また、公園に設置してある用具倉庫、防災倉庫も天井が 
傷んでいることがあり、上に乗るとケガをする場合があります。 
保護者から、お子さんに注意するようお願いします。 

 
■ 6月〜7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 2-32-10 T 様邸新築工事  

工期：2021年 7月〜2021年 12月 一戸建ての住宅 
・稲 5-20-6 S 様邸新築工事  

工期：2021年 7月〜2022年 11月 一戸建ての住宅 
 

福祉                    【太田、郡司、小松（眞）】  
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）  

★８月１９日(木) 社会福祉協議会（高橋様） 
 大船警察により落語他 

♪いきいきサロン毎月第 4火曜日 13時 30分〜14時 30分（無料）    
★８月２４日(火) 日本の遊び  

（お手玉・おはじき・あやとり）福祉スタッフ他  
♪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。 
  
♥敬老の日のお祝いの申し込み受け付中。締切日を 8/18（水）まで延長しま
した。敬老の日（9月 20日）時点で 80歳以上の方はお申し出ください。  
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
いたします（代理申し込み可）。お電話（３１－５４８９）または FAX（３
１－５５１６）、メールでも受け付けます。申し込みの際は、①名前②住所 
③電話番号④生年月日 をお知らせください。 
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お変わりないかの確認にもなりますので、80 歳以上の方は毎年、お申し込み
ください。受付は 8 月 18 日(水)までです。よろしくお願い致します。 
 
 
右の写真は 6月 22日のい
きいきサロン「絵手紙講
座」の写真です。 
 
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。 
 
子ども会                        【龍、塚原】 
7/26〜30に予定していたラジオ体操(@浄化センター)は諸般の状況より中止
とし、代わりに｢おうち体操をしてアイス券をゲット！｣を開催します♪ 

◆対象:自治会内の小学生以下 
◆内容: 
①各夏休み期間中、５日間以上、おうちでラジオ体操をして家庭
でラジオ体操カードにハンコ(絵柄自由)をもらってね！ 

※カードは期間中自治会館で配布、またはラジオ体操サイトよりダウンロ
ード可 

②8/21〜8/31に、５個以上のハンコがあるカードを自治会館に持参す 
ると、ハーゲンダッツ２個引換券と交換！  
※無くなり次第終了です。西友・セブンイレブンでも使えるよ！ 

 
防犯パトロール、防犯活動のお願い  ［七里ガ浜小学校 校外委員会より］ 
日頃、児童の安全についてご協力を頂きまして、ありがとうございます。 
さて、このところ幼い子供がいろいろな被害にあう事件が連続して起こって
います。 
鎌倉市内におきましても、児童・生徒に対する悪質な犯罪が後を絶ちませ
ん。また、交通事故による被害も憂慮されます。学校・家庭・地域が連携し
て、こうした犯罪から子供たちを守っていきたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。 
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登下校時刻にあわせて以下のご協力をお願いします！  

登校時間  （７：５０〜８：３０）  
下校時間帯 （１３：２０〜１６：００）  

※夏休みなどの長期休暇の日中 （７：００〜１7：００）  
・ご自宅の玄関先のお掃除 ・窓越しやベランダでの見守り  
・犬のお散歩 ・お買い物 ・園児の送迎、会社出勤の際の見守り  
・お洗濯物干し、取り込み・・・など 

 
不審な車や人物を見かけたら、すぐに警察と七里ガ浜小学校へご連
絡ください！ 

鎌倉警察 ℡ （２３） ０１１０ 
七里ガ浜小学校 ℡ （３２） ４１０２ 

＊保護者の方は、お子様が一人になる地点まで出迎えるとお子様も安心です 
＊防犯ブザーが作動するかどうか、日常的に確認をしてください 
 
腰越中学校 リサイクル制服募集のお知らせ    ［腰越中学校 PTAより］ 
腰中祭（9/23木）で販売するリサイクル制服募集！ 
制服の他、体育館履き、校章、ジャージ等も OKです。 
洗濯済みのものをご提出くださいますよう、宜しくご協力お願い致します。 
 回収場所：自治会館内・玄関に専用 BOXを設置いたします 
 期間：7/26（月）〜8/31（火） 

（平日 10-12/13-16時・第 2土曜 10-12時 
・8/7-8/15は夏季休館中にて受付不可） 

事務局                   【磯崎、水野、龍、青山】 
●6/28（月）に今年度の自治会費の自動振替が実施されました。 
初めての試みにご協力いただき誠に有難うございました。なんらかの事情で
引落しされなかった方、5/27を過ぎて提出された方については、個別にご連
絡を差し上げます。まだ来年度以降の自動振替のお手続きをされていない方
は、事務局に用紙がございますので、是非申込みをお願い   
いたします。 
●自治会館の夏季お休み：8/7（土）〜8/15（日）   
※貸室もお休みとなります。ご了承下さい。 
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Topics of the month 
 BEST SUMMER 2021 We will hold "Shichirigahama Summer 

Vacation" that will lead to the future. It will be held on 
August 21st and 22nd. Check website for details. 

 The radio calisthenics announced in previous newsletter has 
been canceled. Instead, we will hold "Do radio calisthenics at 
home, and get ice cream ticket for FREE! ". 

 Even in Kamakura City, there is no end to malicious crimes 
against children and students. If you see a suspicious car or 
person, please contact the police and Shichirigahama 
Elementary School immediately.  

 
2021年 8月    AUGUST 

 
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。 

BEST SUMMER 2021は、コロナ禍で迎える 2年目の夏に、自治会として
何が出来るかを真剣に考えて企画を進めています。 
どの様なメッセージをお届け出来るかご期待ください。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 6 メモ

東４丁目公園清掃

8:30～

山の日 振替休日

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

いきいきスクール

10:00～11:00
大船警察による落語他

いきいきサロン

13:30～14:30
日本の遊び

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。

今月は8月15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。

・東3丁目公園の清掃は今月はお休みです。次回は9月13日（月）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）

BEST SUMMER
2021

BEST SUMMER
2021

・自治会館夏休み 8月7日（土）〜8月15日（日）

自治会館夏休み

8/7～8/15

敬老の日お祝い

申込18日まで！！


