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◼ Shichirigahama Halloween 2021              

10 月中旬頃より、自治会館周辺をハロウィン仕様にデコレーション✨ 

見て撮って…各々で楽しんで！      （大切なお知らせ⇒２ページ） 

 

◼ 11 月 13 日（土）、14 日（日）秋の作品展（仮称）開催       

「七里ガ浜の絆を結ぶ企画」 第２弾を計画（詳細は 2 ページ) 

 

◼ 桜のプロムナードの補修作業 11 月頃に完了する予定です 

木の根の伐根作業後、新たに桜の木 3 本とシマトネリコ 1 本を植えま

す。楽しみにお待ちください。 

                

◼ 防災系アプリの利用で身を守る             

台風シーズンがやって来ました。この時期に防災対策を見

直しませんか。(詳細は 5 ページ）        

 

◼ 公園愛護会に参加しませんか                   

自治会内の公園は会員の皆さんが毎月清掃活動をして綺麗に保たれて

います。公園ごとに愛護会があります。是非ご参加下さい。 

（詳細は 4 ページ） 
 

◼ 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６，７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。 

10 月は 17 日です。 
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子ども会 ＼従来の「七里ガ浜ハロウィン」を終了します ／ 【龍、塚原】 

近年ハロウィンの過ごしかたが多様化し、イベントの盛り上がりもピークを過ぎたように

思われます。今回、昨年に続きコロナ禍にあることも鑑み、従来スタイルの「七里ガ浜ハ

ロウィン」を終了することに致しました。 

これまで当地のハロウィンフェスティバルは、子育て世代を中心に楓幼稚園・商店会など

皆様が繋がり、地域の顔となるイベントの１つへと発展してきました。その記憶は多くの

子どもたちの胸に刻まれています。 

来年以降は安全確保を第一に、等身大かつエキサイティングな活動へと昇華を目指しま

す。「子どもの笑顔があふれる街」であり続けられるよう、今後もみなさまのお力添えをお

願いいたします。 
 

生活文化                   【作佐部、大平、田中】 

BEST SUMMER2021 に続き「七里ガ浜の絆を結ぶ企画」 第２弾を計画 

コロナウイルスにより世界中が多くのストレスの中にあると思います。 

8 月には、まん延防止対策をして「BEST SUMMER2021」を開催することが

できました。これに続き、少しでも皆さまがくつろげる企画を 11 月 13 日

（土）、14 日（日）に計画しています。 

昨年は、「秋の作品展」「フリーマーケット」「小さな音楽会」などを実施しま

したが、今年は、更に新しい企画を取り入れて皆さまに楽しんで頂きたいと

思います。詳細は次号にてお知らせ致します。 
 

防犯                           【亀田、鈴木（康）】 

１．鎌倉地区犯罪状況  ＜ 引き続き注意は怠らず！！＞ 

鎌倉地区の犯罪状況は減少傾向にありますが、相変わらず特殊詐欺の電話は

かかってきています。統計上実被害は発生していない模様ですが、8 月の間

止まっていた特殊詐欺グループの動きが今後活発になることが予想されてい

ます。七里ガ浜地区では 8 月に事件、事故の発生はありませんでした。 

２．特殊詐欺の傾向 

最近オレオレ詐欺が増えています。「風邪ひいて声が変わった」「携帯

番号が変わった」などと言って信用させ、お金を要求してきます。「ATM で

振り込め」「代理が取りに行く」などの手口は以前と変わりありません。その

他の手口も含めて、下記事項にご留意ください。 

―電話で「ATM」「お金」「キャッシュカード」が出てきたら詐欺です 

一度電話を切り、家族や自治体、警察に相談を― 



 七里ガ浜自治会だより  2021 年（令和 3 年）０９月 

 3 / 8 
 

・キャッシュカードすり替え―警察官や自治体、銀行などの職員が暗証番号

を聞いてきたり、キャッシュカードを取りにくることは絶対ありません。 

・架空料金請求詐欺―事業者、法務省や裁判所などが「未納料金支払い」の

名目で、コンビニで電子マネー（プリベイドカード）を購入させることは絶

対にありません。 

・還付金詐欺―ATM でお金が帰ってくることは絶対にありません。 

・その他の手口―「必ず儲かる株がある」「ギャンブルで必ず当たる」「宝く

じ当選番号が事前にわかる」は詐欺です。 

３．ウルトラ青パト隊の活動広がる 

8 月２２日、BEST SUMMER2021 花火会場に 3 台のウル

トラ青パト隊が出動し、七高前での三密、路上駐車を防ぐ

べく、青色ランプの点灯と路上駐車禁止の表示をもって警

備に当たりました。共同開催の他の自治会も現場近辺のパ

トロールを実施し、無事、三密回避、路上駐車０を達成し

て頂きました。今後も活動の輪を広げていく事が期待されます。 

環境                      【中村、加田、村谷】 

公園愛護会活動状況 

芝刈り機

刈払機

除草・清掃・剪定 花のある公園として綺麗に整備

花壇管理 2月と6月に花植え

東3丁目公園 除草・清掃 7 10.8 ×

東4丁目公園 〃 9 13.5 〇 小さなお子さんが手伝いに来てくれる

清掃日を連絡する掲示板の更新

ベンチの補修・更新を希望

八重桜のケアのため肥料散布

幼稚園児や小学生も参加してくれる

つつじ公園 〃 5 14.8 〇 設立後まもなく1年　公園が綺麗に変身

うずら公園 除草・清掃・花壇管理 24 4.9 × 11月花植え

あざらし公園 除草・清掃 11 5.6 〇

いるか公園 〃 8 5 ×

341回/年 111.9人/月総数

注：人数は直近1年間の活動月平均活動延人数/月

公園 活動内容 回数/年 人数/月 特記事項

×

〇

正福寺公園

東2丁目公園 242 37.6

11 7.4〃

〃 24 12.3

東5丁目公園 〇
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公園愛護会は安全で楽しい公園づくりのための活動をしています。 

毎月約 112 人の方が公園愛護活動を実施して頂いており、そのおかげで七里

ガ浜自治会エリアの公園は整備され綺麗に保たれています。 

 

公園愛護会では、皆さまのご参加をお待ちしています。 

最後のページのカレンダーに各公園の清掃日が記載されていますのでお近く

の公園に直接お越しください。掃除用具は準備されています。 

近所の方々と顔見知りに成る良いチャンスです。 

近所の方と顔見知りに成る事は、防犯や災害時にとても役立ちます。 

月 1 回・1 時間だけでも参加して頂きますようお願いします。 

 

■ 8 月～9 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 2-25-12  T 様邸新築工事  

工期：2021 年 9 月～2022 年 2 月 一戸建ての住宅 

・東 4-23-10  I 様邸新築工事  

工期：2021 年 9 月～2022 年 3 月 一戸建ての住宅 

・東 4-21-4   K 様邸屋根改修工事  

工期：2021 年 9 月～2022 年 10 月 一戸建ての住宅 

 

行事体育              【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 

 9 月に入るや否や、すっかり秋めいてしまい、例年の執拗なまでの残暑は影

をひそめ過ごしやすい日々が続いております。季節の移り変わりは早いもの

で、BEST SUMMER 2021 の開催から早一ヶ月が経ちました。まだまだ収束

の兆しは見えず、一体いつになったら、あの日常が戻ってくるのやら…。人

と人との繋がりをも容赦なく断ち切ろうとするコロナウイルス。コロナ禍二

年目の夏に開催した BEST SUMMER 2021。二日間と短い時間でしたが、こ

の街にあの懐かしき日々が確かに流れていました…。 

寒暖差もあり、コロナ禍と合わせ、くれぐれもお身体ご自愛ください。 

 

新作「BEST SUMMER2021 FIRST TAKE」YouTube で公開中！！    

右の QR コードからお楽しみください。 
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防災                             【小原、皆川】 

１．要支援者対策事業 

災害時ブロックリスト(ブロック別に要支援者、防災協力員の氏名、住所を

記載したリスト)、 本事業の概要説明文書を封筒に同封し、例年どおり 9 月

中旬より配布しています。  

要支援者宅(350 名)への配布は民生委員の方々にお願いしています。 

防災協力員宅(240 名)への配布に関しては従来防災理事が中心で行っていま

したが、近隣共助の考え方を浸透させる一環として今回より地区委員の方々

に配布をお願いすることにしています。 

尚要支援者の登録及び抹消には市役所宛の書面手続きが必要ですので、鎌倉

市役所（総合防災課 23- 3000 内線 2614）迄ご連絡をお願いいたします。 

※同リストは個人情報ですので、お取り扱いは十分にご注意下さい。 

2. 自分の命は自分で守る 

 ①台風シーズンの到来です。昨年の台風発生件数は平年の 25 個を下回る 

23 個、上陸台風は 2008 年以来 12 年ぶりにゼロでした。 

今年は 7 月 8 月で既に 2 個の台風が上陸しています。 

今年夏の長雨、猛暑で家庭内の備蓄飲食料の補充は十分で

すか、早めに確認しましょう。 

 ②防災系アプリ／メール配信のご紹介 

  スマートフォン所有者のうち、防災系アプリを 1 つ以上 

インストールしている人は約 50％。 

「Yahoo 防災速報」が 32％で最も多く、次いで「NHK ニュ

ース・防災」が 15％です。 

「防災意識が高いシニア層」のインストール率が高いようです。 

（NTT ドコモモバイル社会研究所調査） 

防災情報収集手段として優れていると思いますのでインストールしてみ 

ては如何でしょうか。 

また鎌倉市の防災・安全情報メール配信も鎌倉市ホームページ⇒防災より

登録が可能です。 
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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。 

9 月のいきいきスクール、いきいきサロンは緊急事態宣言のためお休みいた

しました。 

♪いきいきスクール毎月第３木曜日 10 時～11 時(無料) 

         ★10 月 21 日  (木) 後期開講式   会長挨拶 

                                 お口の体操 よしみ鍼灸院 

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

           ★10 月 26 日(火)  後期開講式  会長挨拶 

                                   秋の絵手紙  野崎安廣さん 

♪＊写経はコロナが収まるまでお休み致します 

＊緊急事態宣言か延長された場合は、中止となりますのでご

了承ください。 

かもめサロン                             

毎週水曜日  12 時～16 時  使用料 100 円 

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。緊急事態宣言が出ている場合は閉館

いたします。開館するかは自治会館のルールに準じます。 

 

スポーツ推進委員                      【桜井】 

掲示板でもお知らせしていますが、市民運動会は中止です。 

 

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」と書いてください。 
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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。 

・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。 

▶ごみ問題と地球温暖化・・ 

日常生活の中では、ごみを分別することがリサイクル、と考えられているか

もしれませんが、これは適切ではありません。分別したものが、きちんと再

生されて使われ、その分、新たな資源が節約されてこそ、リサイクルの環が

つながるのです。 

リサイクルは、社会全体の資源やエネルギーの無駄使いを見直し、消費者が

環境問題に取り組む重要なきっかけです。リサイクルが終着点なのではな

く、リサイクルへの参加を通じて、ライフスタイルの見直し、省エネ行動に

つながれば、その副次的な効果こそが温暖化対策として重要なのではないで

しょうか。   （出典： 地球環境研究センターニュース 2008 年 5 月号より抜粋） 

 

事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 

⚫ 自治会費の自動振替…6 月に間に合わなかった方の引落しを 10/27（水）               

に実施します。残高をご確認下さい。 

⚫ 自治会館は閉館中です。10 月以降は、行政の発表に準じ再開予定です。 

⚫ 事務局は月・水・金のみ業務を行っております。 

 

https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/
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Topics of the month 

◼ Traditional style Halloween will end this year. From next year 

onward, we aim to sublimate into life-sized and exciting 

activities.  

◼ "Autumn Works Exhibition (tentative name)" will be held on 

November 13th (Sat) and 14th (Sun). Details will be announced 

in the next issue. 

◼ The Park Protection Association is looking forward to your 

participation. The calendar shows the cleaning dates for each 

park. Please come directly to the park on the cleaning day. 

2021 年 10 月    OCTOBER 

 

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。 

 先月号から「３R 活動」や「クリーンデイ」「公園清掃」に重点をおいた編

集をしています。 

街が綺麗に成る事と環境にやさしいライフスタイルは親和性があり、人と

の距離も近くなる気がします。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 1 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～

東３丁目公園清掃

10:00～

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～

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10月17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。

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

お口の体操

いきいきサロン

13:30～14:30

秋の絵手紙


