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◼ イルカ公園年末クリーン大作戦開催！

12 月 12 日ﾜﾝﾂｰﾜﾝﾂｰ(日)10:00～11:30 

参加者全員にクリスマスプレゼントあります！！（詳細は 5 ページ） 

◼ 歳末助け合い募金のご協力 募金箱は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） 

◼ 成人の日のお祝い申込受付中‼

11 月 29 日より 12 月 24 日までに申し込みをお願い致します。 

（詳細は 6 ページ） 

◼ インターネット回線押し売り業者出没 （詳細は 4 ページ） 

七里ガ浜地区に回線業者を装って、モデム（インターネット接続機器）

交換を斡旋してくる業者が出没しています。注意してください。 

◼ 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 4 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 7 ページ）

◼ 訂正とお詫び

10 月の自治会だよりでご紹介した「みらいふる」様より寄贈された時

計は、『「みらいふるの 50 周年記念」として寄贈された時計』です。 

「自治会 50 周年記念としてみらいふるから寄贈された」と記載しまし

たがこれは間違いです。訂正しお詫びいたします。 
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生活文化 【作佐部、大平、田中】 

住民の皆様が少しでも情報交換ができる場を作ろうと、ソーシャルディスタ

ンスや感染対策を配慮しつつ、昨年を更にバージョンアップした「文化祭」

を１１月１３日～１４日に開催しました。

自治会館を利用した「作品展」では、絵画や書、写真など様々な素敵な作品

を展示。初の試みとして、竹灯籠を利用した「光の空間アート展」も開催で

きました。来年は更にバージョンアップしたものを考えています。 

皆さま楽しみにして下さい。 

また、桜のプロムナードで開催された、七七隊による「福島物品販売」は土

曜に完売。「３Ｒフリーマーケット」では、多くの皆様が掘り出しものを見つ

けてお帰りになりました。 

今回のイベントのメインのひとつ「音楽会」は、沢山の方の参加申

し込みがあり、この模様は生中継で配信され、web で楽しんでくだ

さった方も沢山いることと思います。この模様は、右の QR コード

からもアーカイブとして観ることができます。 

見逃した皆さま、是非ご覧ください。 

防災 【小原、皆川】 

1.「消防用設備等点検結果報告書」の鎌倉消防署七里ガ浜出張所への提出

自治会館内消防用設備等の点検結果について消防署の確認を受けました。

これは消防法により１年に一度文書での提出が義務付けられているもので

特に指摘された点はありませんでした。 

２．自分の命は自分で守る 

  家庭内備蓄の非常用食料について賞味期限の確認をお願いします。 

  普段なかなか口に入れることのない防災用備蓄食品、賞味期限間近の食

品を食べていただく事も防災訓練の一環です。 

防犯                       【亀田、鈴木（康）】 

１．鎌倉地区の犯罪発生状況 
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鎌倉地区では前年比約３４％の減少でしたが、10 月に特殊詐欺が一件発生

し、200 万円の被害が出ました。 

（加藤駐在から） 

七里ガ浜地区では犯罪の発生はありませんでしたが、これから年末

に向けて、忙しさに紛れて防犯意識がおろそかになりがちです。犯

罪者は僅かなスキも見逃しません。短時間の外出でも家中の施錠を

確認するなど、防犯意識を高めていきましょう。 

２．フィッシング詐欺続報 

Amazon、apple、au、ゆうちょ銀行、クレジット会社などの新商

品、新サービスの開始に便乗し、本物の画面をコピーして URL をわ

ずかに変えただけのメールを送りつけてきます。本物と見分けるの

はプロでも難しいレベルとの事。URL を開くと偽サイトに誘導さ

れ、個人情報が盗まれます。見分ける方法に完全なものはありませ

んが、次の点である程度のスクリーニングはできます。 

① 信頼できる URL は SSL（個人情報の暗号化技術）サーバーを経由してい

る場合が多く、SSL を経由すると表示が緑色でアドレスバーに鍵アイコン

が表示されます。これが無い場合は詐欺を疑いましょう。

→ 個人情報の入力は公式サイトから

② co.jp、ne.com などの皆さんがお使いのドメイン以外の見慣れないドメイ

ンが URL にある場合も詐欺の可能性があります。

③ 二段階認証の「許可しますか」も入力した覚えが無ければ許可してはいけ

ません。 「気をつけて そのクリックは安全ですか」

３．神奈川県警サギ撲滅 2 本柱

① こんな言葉を電話で聞いたらサギだ！

「急にお金が必要！用意して」 

「キャッシュカードを預かります」 

「ATM で医療費を還付します」（最近は市役所の職員を名乗ることが多い） 

→ あわてずに一度電話を切り、誰かに相談しましょう

② 留守番電話設定のお願い！

「犯人は留守番電話を嫌います」 
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「常に留守番電話設定を」 

「留守番電話が作動する前に取らないで」 

「迷惑電話防止機能付き機器の購入検討を」（市の購入補助金もあります） 

４．インターネット回線押し売り業者出没 

七里ガ浜地区に回線業者を装って、モデム（インターネット接続機器）交換

を斡旋してくる業者が出没しています。以前は光回線の押し売りが目立ちま

したが、最近は「この付近のインターネット配線の工事をしたので今のモデ

ムが使えなくなる」などと言ってモデム交換が必要な様に言ってくる悪質な

業者もいます。この手の勧誘が来た場合には、手口が巧妙ですので、まずは

対応しないようにして下さい。間違って契約してしまった場合でも、クーリ

ングオフ期間内（この場合は 8 日間）に解約できます。手続き等不明な場合

は消費者生活センターまで。

環境  【中村、加田、村谷】 

●公園愛護会（七里ガ浜東地区内）情報交換会

愛護会代表者６名の方にお集まりいただき、日頃の活動状況の報告、問題点

について活発な意見交換を行いました。

各愛護会とも、参加者の減少、高齢化の問題を抱えています。 

ポスティング等で参加のお誘いはしていただいておりますが、なかなか参加

者が増えません。 

掃除用具は用意されていますので、月に１回、１時間だけでもお近くの公園

の清掃会にご参加いただけますようお願いいたします。 

（各公園の清掃日は、最終ページのカレンダーに記載） 

近所の方と顔見知りになることが防犯や災害時の助け合いにつながります。 

●薪ストーブご利用の方へのご注意！

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今年も既に苦情が寄せられていま

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。 

●いるか公園年末クリーン大作戦（１２月１２日）

子ども会主催でいるか公園及び桜のプロムナードの大掃除会を行います。

※詳しくは子ども会の欄を参照ください。
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■ 10 月～11 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 4-21-5 U 様邸新築工事

工期：2021 年 11 月～2022 年 4 月 一戸建ての住宅 

・東 3-2-3 Ｙ様邸新築工事

工期：2021 年 11 月～2022 年 3 月 一戸建ての住宅 

・東 3-14-17 H 様邸新築工事

工期：2021 年 12 月～2022 年 6 月 一戸建ての住宅 

行事体育 【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 

1 月に「どんど焼き」を開催します。 

詳細は、12 月の自治会だよりでご連絡します。 

子ども会 【龍、塚原】 

【イルカ公園年末クリーン大作戦開催！】 

◆12 月 12 日ﾜﾝﾂｰﾜﾝﾂｰ(日)10:00～11:30

・自宅からの道のりをゴミ拾いをしながら 10:00 イルカ公園に集合！

・10:00～イルカ公園と桜のプロムナードの大清掃をスタート！

◆どなたでも参加 OK

各自、軍手・トングなどを適宜お持ちください。

自治会館にも用意がありますが限りがあります。 

◆雨天時は 12 月 19 日(日)へ順延

◆活動後は参加者全員に、クリスマスプレゼント(パン・飲み物・お菓子の

軽食セット予定)をお持ち帰りいただけるお楽しみもあります🎄

♪お誘い合ってのご参加をお待ちしています！

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。 

♪いきいきスクール毎月第３木曜日１０時～11 時

★１２月１６日(木) 音楽会

美しいフルートの調べ 川添久美子さん 
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♪いきいきサロン毎月第４火曜日１３時３０分～１４時３０分(無料)

★クリスマス会１２月２１日（参加費２００円）

  今月のみ第３火曜日に変更です。ご注意ください。 

♪写経はコロナが収まるまでお休み致します。

♥新成人の皆さまおめでとうございます♥

成人の日のお祝いの申し込みを受け付けます。 

2022 年成人式を迎えられる方（2001 年 4 月 2 日～2002 年 4 月 1 日生まれ）

はお申し込みください。 

コロナの影響で回覧を取り止めていますので、自治会館に来館

(代理申し込み可)、電話(31-5489)・FAX(31ー5516) または

e-mail:7jichikai@jcom.zaq.ne.jp

いずれかの方法でお名前、住所、生年月日、をお知らせください。 

12 月 24 日までに申し込みをお願い致します。成人の日までにはお祝いをお

届けいたします 

●●歳末助け合い募金にご協力お願いします●● 

歳末助け合いの募金箱を自治会館の事務局窓口に設置いたしました。 

地区ごとの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。 

▶右上 2 枚の写真は 10 月 18 日に行

われたいきいきスクール「口呼吸と

鼻呼吸について」の模様です。

口呼吸の弊害、鼻呼吸の効能、就寝

中のマウステープ使用の利点、実際

にマウステープを貼ってみたり、質疑応答ありの、充実した

一時間でした。 

▶右下の写真は、10 月 26 日のいきいきサロンで作成した

ドア飾りです。文化祭でも展示致しました。 

かもめサロン 

毎週水曜日 12 時～16 時（使用料 100 円） 

12 月 29 日までオープンします。 

飲み物は 150 円でコーヒー、紅茶をお出しします。お誘いあわせ 

て、いらしてください。マスクなどの感染予防は今まで通りです。 
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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」と書いてください。 

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。

ステーションは皆さまの大切なごみ出し場です。ルールを守って清潔に！

▶地球温暖化について

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC）は、今年 8 月、地球温暖化の原因は、人間

の活動だと初めて断定しました。人間の活動が原因という事は、人間が適切な時期に適

切な対応をすれば改善していくという事です。環境問題は若者の意識が高く、教育が必

要なのはむしろ大人の方だと感じます。（ノーベル化学賞 吉野彰 旭化成名誉フェロー） 

事務局 【青山、磯崎、水野、龍】 

●年末年始のスケジュール ●事務局員を募集します

１２/２２（水）自治会だより発行 ・若干名、簡単な PC 操作の出来る人

１２/２５（土）～１/６（木）冬季休館 ・応募、問合せは窓口までお気軽に

℡.31-5489
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Topics of the month 

◼ The dolphin park will be cleaned up on December 12.

All participants will have a Christmas present.

◼ Cooperation in fund-raising to help each other at the end of the

year. The donation box is in the Residents` Association Hall.

◼ Have you seen the cultural festival held on November 13th and

14th? It has been held since 197２.

2021 年 12 月  DECEMBER 

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。 

作品展も無事に終わりもうすぐ 12 月です。 

作品展は昭和 47 年（1972 年）11 月に行われたのが最初です。この時は

87 点の作品が展示されました。因みに、夏祭りの起源も同じ昭和 47 年

8 月の「子供納涼の夕べ」です。  （『自治会三十年の記録』より） 

自治会創立が昭和 43 年（1968 年）6 月 26 日ですから随分歴史がありま

す。コロナ禍の 2 年間でも、これらのイベントが途切れずに継続できた

のは、七里ガ浜の皆さんの「地域力」だと思います。 


