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 11月 13日（土）、14日（日）文化祭開催します             
秋の作品展、フリーマーケット、音楽会（飛び入り歓迎）など楽しい
企画をご用意します。おはやし会の演奏、神輿会の神輿鎮座も行いま
す。       （詳細は別紙及びホームページをご覧ください） 

 10月 27日（水）自治会費の自動振替を実施します    
6月に手続きが間に合わなかったかた等を対象に、第 2回目の口座振替
を実施いたします。残高をご確認下さい。 

 自治会館正面の壁面に時計が設置されました             
「みらいふる」様より自治会 50周年記念として寄贈された時計です。                

 共同募金箱（赤い羽根、歳末助け合い）自治会館窓口にあります        
募金箱の回覧は致しませんのでご了承ください。(詳細は 6ページ）        

 災害用伝言ダイアル（１７１）をご家族でお試しください       
地震、自然災害は突然やって来ます。ご家族の安否がわかるとそれだ
けで安心できます。（詳細は 3ページ） 

 七里ガ浜地区でフィッシング詐欺が発生しました（詳細は 4ページ）           
フィッシング詐欺は他の地区でも増えています。詐欺の手口は巧妙化し
ています。特殊詐欺防止機能付き電話機の補助制度を活用ください。 

 公園愛護会に参加して美しい街並み造りにご協力ください       
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。お近くの公園へ手ぶらでお越しください。（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。 

 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） 
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生活文化                   【作佐部、大平、田中】 
文化祭を開催いたします。  

日時：11月 13日（土）、14日（日） 10:30～15:30 
場所：自治会館 2階と桜のプロムナード 

おはやし会の演奏、神輿会の神輿鎮座（16時からライトアップ
します）もあります。ご期待ください。 

詳細は別紙又はホームページをご覧ください。 
みらいふる                         【山下】 
自治会 50周年記念の時計を寄贈致しました。 
9月 25日に自治会館のプロムナードに面した壁の高い位置に時
計を設置いたしました。 
これから先、ずっと自治会のシンボル的な時計として、時を刻ん
でいってくれるものと思います。 
 
防災                              【小原、皆川】 
1. 災害時要支援者対策事業について 
防災協力員の皆様 
防災協力員を引き受けていただきありがとうございます。 
９月中に要支援者／防災協力員のブロック別リストをお届けしています。 
各ブロック内防災協力員の皆様で一度お集まりいただき、顔合わせを行う
とともに要支援者のご担当を決めていただければより実用的になると思い
ます。宜しくお願い致します。 

2.地震の発生 
１０月７日の地震、鎌倉は震度３でしたが大きな揺れを感じた方も多かった
のではないでしょうか。 
地震発生時の避難行動は如何でしたか？ 
自分の身の安全確保⇒火の元、出入り口の確保など 
家具の倒壊や散乱防止など家庭内の防災対策を今一度確認
ください。 
 

時計はココ 
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3.自分の命は自分で守る 

災害用伝言ダイヤル（171）体験利用のご紹介 

NTT東西が提供する災害用伝言ダイヤル（171）では災害発生に備えて利用
方法を体験することが可能です。ご家族、ご友人等と一緒に是非一度お試し 
ください。 
【体験利用提供日】 
・毎月 1/15日 00:00～24:00           
・正月三が日 
（1月 1日 0時～1月 3日 24

時）                    
・防災週間（8月 30日 9時～ 
            9 月 5日 17時）   
・防災とボランティア週間 
（1月 15日 9時～ 
           1月 21日 17時） 
【提供条件】   
・伝言録音時間：30秒 
・電話番号あたり 20伝言が体験
期間終了まで保存されます。 
・NTT東西の電話サービスからの通話料は無料 
・他通信事業者や携帯等からの通話料は各事業者に確認ください。 
 
防犯                       【亀田、鈴木（康）】 
１．鎌倉地区の犯罪状況 
全体の犯罪は減少傾向（前年度比△３０％）にありますが、乗り物盗、侵入
盗、特殊詐欺が増えました。特殊詐欺は 9月だけで 3件、
250万円の被害が発生しています。侵入窃盗を防ぐには、ゴ
ミ出しなどの短時間でも必ずカギをかける、補助錠を付ける
などの防犯対策を心がけましょう。電話で急ぎのお金の話に
なったら詐欺を疑いましょう。 
七里ガ浜地区でフィッシング詐欺が発生しました。他の地区でも増えていま
す。ご注意ください 
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２．フィッシング詐欺 
クレジットカード会社や銀行からのお知らせと称したメールなどで、巧みにリンクをク
リックさせ、あらかじめ用意した本物そっくり（英文字の Iを小文字の lに、Oを０に置
き替える等）の偽サイトに利用者を誘導しクレジット番号や口座番号などを入
力させて情報を盗み取るのが典型的な手口です。最近ではメールだけでなく電
子掲示板や SNSを利用した手口も増えています。IDやパスワードなど重要な
個人情報を入力する場合は、必ず URLを確認するなど細心の注意を払いまし
ょう。 

３．ワンクリック詐欺 
利用者の興味を引きそうな電子メールや電子掲示板などを利用して利用者
をおびき寄せ、クリックしただけで正当な契約手続が完了しているかの様
に見せかけて利用料を不正に請求します。期限内に支払わない場合、延滞
料が発生する、法的措置を講ずるなどといった脅し文句が並べてありま
す。 
クリックしただけで個人が特定される事は絶対ありませんので、身に覚えがない限り無
視しましょう。怪しいサイトやリンク、知らないＵＲＬには近づかない、クリックしな
いのが一番の被害防止法です。 

４．わんわんパトロール隊員大募集 
わんわんパトロールを始めてみませんか！ 
地域の安全を守るため、子供の安全を守るため、気軽にできる防犯活動をご近所の方と
始めてみませんか！お申し込みは自治会事務所まで。 

５．特殊詐欺防止機能付き電話機、録音機の補助制度 
  １）鎌倉市 
市内在住の 70歳以上の方を対象に、特殊詐欺防止機能付き電話機、録音機を自費で購入
した場合の補助金を支給する制度を実施中です。補助金は購入金額の三分の二（上限 6千
円）で、12月まで受け付けています。 
   ２）鎌倉防犯協会 
65歳以上の方を対象に「外付け防犯対策電話録音機」の購入補助を実施しています。対象
機種は「KOBAN」で 6000円相当が自己負担金 2000円で入手できます。自己負担金は振
り込みか自治会事務局まで持参となります。お申し込みは事務局まで。自治会でまとめて
申し込みます。個人での申し込みはできません。（〆切 11月末日） 
電話に出る前に自動で警告メッセージが流れますので詐欺防止効果が大きく、安心して受
話器を取り上げることができる便利な機器をこの機会にぜひ購入検討ください。 
 
６. 防犯ポスター 
破損している防犯ポスターを見かけましたら自治会事務局までご連絡をお願
いします。 
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環境                      【中村、加田、村谷】 
▶薪ストーブご使用の方へのご注意！（毎年のお願いです） 
不適切な使用法やメインテナンス不備が原因による薪ストーブの煙、臭いに
関して、住民の方より毎年たくさんのクレームが寄せられています。 
ご近所に迷惑がかからないよう、十分にご配慮をお願いします。 
①    良く乾いた常緑広葉樹の薪を使用  
②    熱効率の高いストーブを正しく設置し、性能を発揮させる 
③    こまめな掃除とシーズンイン、シーズンオフの点検 
④    夜１０時以降の使用を控える 
⑤    ペレットストーブへの切り替え推奨 
★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。 
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。 

■ 9月～10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 3-4-1  I 様邸新築工事  

工期：2021年 11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】 
ようやく秋らしい気候になってきました。 
コロナの新規感染者数も大幅なダウントレンドとなってきておりますが、引
き続き基本的な感染予防対策は行い、一日も早く元の生活ができるようにな
ると良いですね。鎌倉市のワクチン接種率も県内市町村でトップだったそう
です。  
 BEST SUMMER 2021でプロムナードを灯りで包み込んだ竹灯籠が来月開
催の文化祭に一部カムバック予定です！お楽しみに！ 
商店会                           【武内】 
桜のプロムナードの占用道路許可が令和 4年（2022年）3月 31日まで延長
に成りました。引き続き美化、清掃、安全に努め、2mの歩行幅の確保をし
て使用させて頂きます。 
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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込み下さい）  
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。 スリッパご持参をお願い致します。  

♪いきいいスクール毎月第３木曜日１０時～11 時 （無料） 
★１１月１８日(木)頭と身体のフィットネス 大澤諒介さん  

♪いきいきサロン毎月第４火曜日１３時３０分～１４時３０分(無料)  
★勤労感謝の日の為 お休み  

♪写経はコロナが収まるまでお休み致します。 
 

●●募金のお願い●● 
赤い羽根共同募金、歳末助け合いの募金箱を自治会館の 
事務局窓口に設置致します。皆様のご協力をお願い致します。 

地区ごと各家庭への募金箱の回覧は致しませんのでご了承願います。 
         

〇〇敬老の日のお祝い〇〇 
      80歳以上の 500名の方にお茶をお配り致しました。 

どうぞお元気でお過ごし下さい。 
かもめサロン                             
毎週水曜日  12時～16時  使用料 100円 
かもめサロンは通常通りオープンです。飲み物も解禁！お誘い合わせて
いらしてください。 
ゆっくり始めましょう。マスクなどの感染予防は今まで通りです。 
 
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。 



 七里ガ浜自治会だより  2021 年（令和 3 年）10 月 

 7 / 8 
 

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。 
▶食品ロス（フードロス）に関して・・ 
日本では、年間 2531万トンの食品廃棄物等が出されて
います。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品
を「食品ロス」と言い年間 612万トンにもなります。 
そのうち家庭からは、年間 284万トンの食品ロスがでています。 
これは、1日に国民一人当たり１３２ｇ（お茶碗１杯分）のまだ食べられる
食品を捨てている事に成ります。 
鎌倉市全体で家庭から出される食品ロスは約 6700トンと推計されます。 

（出典 鎌倉市「ごみ減量通信 12月号」及びその他より） 
 
事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 
緊急事態宣言解除に伴い、事務局は従来通り執務中ですが、引き続きご用件
はなるべく e-mailやお電話でお伺いしたいと思います。 

平日    10:00～12:00 / 13:00～16:00 
第 2土曜日 10:00～12:00 
e-mail：7jichikai@jcom.zaq.ne.jp TEL: 31-5489 

 

mailto:7jichikai@jcom.zaq.ne.jp
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Topics of the month 
 A cultural festival will be held on November 13th and 14th. 
 Since the state of emergency has been lifted, the Residents' 

Association Hall has returned to its normal opening. 
 A donation box for community acitivities will be set up in the hall. 
 Please follow the rules of Kamakura City for daily garbage 

disposal. Separation and recycling of garbage is the first step in 
combating global warming. 

2021年 11月    NOVEMBER 

  
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。 
野菜などの 1次産品の値上がりで気候変動に気付かされることが 
多く成って来ました。温暖化で北海道の海では海水温が上昇し 
昆布の生息域が北上しているそうです。利尻昆布や日高昆布でダシ 
が取れなくなったら寂しいです。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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

5 6 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～

東３丁目公園清掃

10:00～

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
頭と身体の

フィットネス

いきいきサロン

中止

つつじ公園清掃

10:00～

文化祭

文化祭

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は11月21日（日）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）

・11月13日、14日文化祭 10:30～15:30 神輿会の御神輿鎮座16時からライトアップ

文化の日

勤労感謝の日


