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 ～BEST SUMMER 2021～ 8月 21日＆22日開催 ！！      
桜のプロムナードで、竹灯籠、牛乳パックランタンの点灯、
七里ヶ浜神輿保存會による御神輿鎮座。22日（日）20時 
から夏花火を行いました。右の QRコードから BEST 
SUMMER2021の YouTubeをお楽しみください。（詳細は 
3ページ） 

 緊急事態宣言中は自治会館閉鎖です（事務局窓口は通常通り）    
 掲示板利用規程が変わりました                  

 【西友脇の 1面】の掲示板について、今後、情報発信の  
ツールとして幅広くご活用頂けるようになります。詳しくは 
自治会ホームページで！(詳細は 5ページ) 

 詐欺は減っていません                
コロナニュースの影で報道されていませんが、色々        
な手口の詐欺が横行しています。（詳細は 2ページ） 

 新生 七里ガ浜ウルトラ青パト隊発足                
新メンバーが加わり総勢 7名にパワーアップ！（詳細は 2ページ） 

 今月は別冊「自治会だより特別版 Interview」を配布します！！   
海外から当地区に引っ越してこられた 2組のご夫婦の楽しいインタ  
ビューです。七里ガ浜に決めた理由は？子どもをバイリンガルに育て
るには？海外の自治会的な組織と日本との違いは？・・etc 

 資源物とごみの出し方のマナーや注意を守りましょう              
限りある資源を有効活用してごみを減らしましょう。ステーションは
ルールを守って常に清潔に心がけてください。（詳細は５ページ） 

■ 毎月第 3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です            
自宅前の清掃、雑草の除去など定期的にお願いします。 
台風のシーズンです。側溝まわりにゴミが溜まっていないか
確認してください。9月は 19日です。 
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防犯                           【亀田、鈴木（康）】 

１．新生 七里ガ浜ウルトラ青パト隊発足 
長きにわたり青パト活動にご尽力いただいているメンバーに加え、新たに強
力なメンバーが参加して総勢 7名となり、7月 24日顔合わせとパトロールに
関する打ちあわせを実施しました。 
早速パトロールを開始していただいており有難うございます。 
引き続き宜しくお願い致します。 
犯罪抑止力としての青パト隊活動に参加していただける
方を継続募集しています。防犯のステッカーを張り、青
色のランプがついている車を見かけましたら応援宜しく
お願いします。 
環境にやさしい電気自動車も青パト隊に登録されました。 
２．不審電話にご注意 
鎌倉市内で、家電量販店を名乗る人から「あなたのカードが不正に
使われようとしている」という内容の電話が多発しています。 
カードの個人情報を聞き出すのが目的と思われます。このような電
話を受けたらすぐに電話を切ってください。 
３．偽警告詐欺にご注意 
サイト閲覧中に画面に突然「あなたのスマホ（パソコン）はウィルスに感染
しています」など、偽の警告画面を表示して有害なソフトをインストールさ
せたり、個人情報を取得して悪用する詐欺が増えています。偽のアップデー
トもありますのでご注意ください。単なる商品の広告の場合も多いです。 
Microsoft edgeや Google chromeなどのブラウザにはウィルス検知機能が
ありませんのでウィルス警告は詐欺の可能性が高いです。 
特に・音が鳴って警告画面が次々と出てくる ・画面が動く ・時間制限があ
る ・特定のサービスやアプリに誘導するなどのうち一つでもあれば詐欺で
す。 
このような警告画面が出てきた場合は前に戻るのではなく画面自体を消去し
て下さい。消去できない場合は電源 OFFか再起動をして下さい。 

①  身に覚えのない通知や警告は開かない 
②  良く知らないアプリはインストールしない 
③  アプリに電話や SMSなどの不要な権限を与えない 
④   知らない人とカレンダーを共有しない 
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行事体育              【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 
新型コロナウイルスの感染懸念から、当初予定していた「子
ども縁日」、「駄菓子販売」等、お子様に楽しんで頂けるプロ
グラムを残念ながら中止いたしました。 
計画より大幅に縮小した形で、8月 21日（土）、22日(日）
に自治会館前の桜のプロムナードで竹灯籠、西友前で御神輿
鎮座と牛乳パックランタンの点灯展示を行い、22日（日）
20時から夏花火を行いました。            
開催に向けてご協力頂いた皆さま有難うございました。 
 
防災                             【小原、皆川】 
豪雨被害が全国各地で起こりつつあります。 
特に地形が複雑で、山や谷・河川の多い鎌倉は土石流や崖崩れや氾濫が起こ
りやすいです。防災意識を持つことは、命を守ることに直結します！ 
鎌倉市のホームページから当地域の「土砂災害情報マップ」を確認くださ
い。掲示板にも掲示していますのでご覧ください。 
 
環境                      【中村、加田、村谷】 
●ボランティアの方にもご協力いただき、行合坂歩道の雑草取
りを実施しました。（7/26） 
自治会員の皆様には、ご自宅前の枯れ葉や雑草の清掃、大きく
張り出した植栽の剪定を定期的にお願いいたします。 
●自治会掲示板の老朽更新 
プロムナード北詰(緑のプロムナード北端植込み内)の掲示板を
更新しました。（8/5） 
従来のものより横幅２６ｃｍ拡大、アクリル引戸付きで視
認性がよくなりました。ご活用ください。 
 
■ 7月～8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 2-25-11 Ｏ 様邸新築工事  
工期：2021年 8月～2022年 4月 一戸建ての住宅 

・東 3-26-25 Y 様邸新築工事  
工期：2021年 8月～2022年 1月 一戸建ての住宅 

★9月の「つつじ公園清掃」は、年 2回の公園協会による清掃が入る為、 
10月に延期します。 
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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） 
    ★９月１６日(木) ヨガ 青空空間 山下真由さん  
♪いきいきサロン 毎月第 4 火曜日 13 時 30 分～14 時 30 分（無料） 
 ★９月２８日(火) ドア飾り作り 福祉スタッフ他  
♪写経はコロナが収まるまでお休みです。 

＊緊急事態宣言が延長された場合は、中止と
なりますのでご了承ください。 
 
 
 
☆敬老の日のお祝いについて コロナの感染拡大のため、敬老の

日のお祝いを手渡すことができません。大変申し訳ございませんが
ポストの中に入れさせていただきたいと思います。 
9月 10日よりお配りいたしますので、ご確認をお願いいたします。 
 
かもめサロン                             
コロナ禍の状況の中、開館するかは自治会館のルールに準じます。 

（毎週水曜日  12時～16時  使用料 100円） 
子ども会                        【龍、塚原】 
「おうちでラジオ体操」「牛乳パックランタン」など、夏休み企画に参加下さ
りありがとうございました！ 
★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］ 
学校・家庭・地域が連携して、犯罪から子供たちを守っていきたいと思いま
す。登下校時刻に合わせた見守りにご協力をお願いいたします。 
不審な車や人を見かけたら、すぐに警察と七里ガ浜小学校へ連絡ください！ 

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

＊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 

右の写真は 7月 15日に行われた   
いきいきスクール「魅惑のフラダンス」
の写真です。 
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３R推進委員             【石川、佐藤、清水、中村（禮）】 
３R（Reduceごみを減らす、Reuse繰り返し使う、Recycle分別して資源
化する）限りある資源を有効活用してごみをできるだけ減らしましょう。 
資源ごみを出すときの袋について 
 水曜日の植木剪定材 
・４５ℓ相当までの透明又は半透明の袋又はひもで束ねる。 
・枝などは長さ 50㎝、太さ 15㎝以内を束ねてひもで縛る。 
・バラなどの棘がある枝は「危険」と書いて出す。 
・袋に入れる時は、「黒、銀色、麻袋、紙袋、土のう袋などは不可！ 
・植木剪定材は、堆肥などに利用される大切な資源です。  

 容器包装プラスチック、製品プラスチック、布袋、ペットボトル は 
透明又は半透明の袋にいれて下さい。  
・容器包装プラスチックとは？ 収集日：火曜日 

このマークがついたものです。お菓子の袋、カップ・パック類 
チューブ類など。中身を空にして汚れはふき取る。  

・製品プラスチックとは？  収集日：第 2金曜日 
 「容器包装プラスチック」以外のプラスチックでできている製品です。  
・ペットボトル  収集日：水曜日 

 このマークのついたボトルが対象です。 
フタやラベルを取って中を洗ってできればつぶしてください。     
「フタやラベル」は容器包装プラスチックです。  

詳細は鎌倉市から出されている「資源物とごみの分け方・出し
方」を見て実践してください。ステーションは皆さまの大切な 
ごみ出し場です。ルールを守って常に清潔に心がけてください。 
 
事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 
町内 12か所にある自治会掲示板のうち【西友脇の 1面】につ
いて、より多くのかたに利用頂けるようになりました。今後、
情報発信のツールとして幅広くご活用下さい。詳しくは自治会
ホームページで！ 
●自治会館は閉館中です ～9/12 
緊急事態宣言の発令をうけ会館は閉鎖中です（事務局窓口は通常どおり）。 
今後も県や市の発表に準じて期間延長するなど感染拡大防止に努めてまいり
ます。 
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Topics of the month 
 We handed out a fun interview with two couples who moved to 

Shichirigahama from overseas. 
 Blue Patrol Cops welcomes new volunteers that can participate 

in their activities. If interested, please send an email to us. 
Thank you for your fine support. 

 Make effective use of limited resources, and reduce waste as 
much as possible. Please follow the rules when disposing 
garbage. 

 
2021年９月    SEPTEMBER 

 
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。 

別冊でお配りした「Our international neighbors」も是非ご覧ください。
予想がつかないことが次々と起こる現代、いろいろなバックグランドを持
つ住民の方々が、英知を集めて力に変えていく事が求められていると感じ
ます。当自治会には 1660世帯が住んでいます。結集したら凄い英知です
ね。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

29 30 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 29 30 1 2

3 4 メモ

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～

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

いきいきスクール

10:00～11:00
ヨガ 青空空間

いきいきサロン

13:30～14:30
ドア飾り作り

東３丁目公園清掃

10:00～

★★敬老の日お祝い配布開始

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。

今月は9月19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）

・緊急事態宣言が発出された場合は、自治会館、かもめサロンは閉鎖となります。

敬老の日 秋分の日

＜緊急事態宣言＞

＜緊急事態宣言＞


