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 今年も自治会主催のイベントや企画にご参加頂き有難うございました 

来年もいろいろな企画を考えて行きます。ご期待下さ
い。その第一弾は「どんど焼き」です。 

 どんど焼き 1月 9日(日)8時～11時開催します！（詳細は 2ページ） 
場所は、七里ガ浜小学校。 
お飾りの金具や針金等は事前にはずしてお持ちください。 

 防火対策は充分ですか     （詳細は 2ページ） 
 防火のチェックポイントで確かめましょう 

 年末年始の、空き巣詐欺対策は （詳細は３，４ページ）      
 頼んでいない荷物が届く⁉ 新しい詐欺が増えています。 

 自治会エリア内で店舗併用住宅にお住いの皆さんへ（詳細は 4ページ） 
   近隣にお住いの皆様への配慮をお願い致します。 
   ゴミ処理（店舗で発生したゴミは産業ゴミで処理）、騒音、路上駐車 
   に関する苦情が自治会に寄せられています。 
 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。 

 毎月第 3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です            
 年末年始のごみ収集日のお知らせ     （関連内容は 7ページ） 

12 月 27 日（月） 燃やすごみ 
12 月 28 日（火） ビン・カン・容器包装プラスチック 
12 月 29 日（水） 燃やすごみ（最終の収集です！） 
 1 月 4 日（火） ビン・カン・容器包装プラスチック（始まりです） 
＊ゴミステーションには 8 時 30 分までにお出しください。 
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行事体育              【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 
■今年も会員の皆様におかれましては、大変な一年だったと思います。 
そのような時世の中で、今夏に BEST SUMMER2021（竹灯籠、打ち上げ花
火、七里版ファーストテイク、LIVE 配信）を開催出来ました。改めて会員の
皆様に厚く御礼申し上げます。また、BEST SUMMER2021、11 月の文化祭
の中で一際輝いていた有志の方々で結成された WEB
配信クルーの皆様、本当に有り難う御座いました。
今後の自治体運営において WEB 配信クルーの知見
とテクニカルな部分は必要不可欠な存在になるで  
しょう。催行イベントに関わる企画、コンテンツに
ついても来年は Buzz り間違い無し！ 皆様、良いお年をお迎えください。 
■新年どんど焼き開催のお知らせ 

【日時】令和 4 年 1 月 9 日（日）8:00〜11:00 
【場所】七里ガ浜小学校  
＊例年通りの場所となりますが、昨年同様、食物の提供は御座いません。 

 また、お飾りに付いている金具、針金等はお手数ですが外してお持ち頂 
ける様、ご協力をお願い致します。 

 
防災                              【小原、皆川】 
自分・家族の命は自分で守る 

 寒くなってきました。暖房器具や火を使うことが増える季節、防火の備え
は十分でしょうか。住宅火災は、こんろ、電気器具、たばこによるものが多
いようです。以下チェックポイントをご参考にしてください。 
・こんろ による 火災を防ぐための チェック 

⇒そばを離れるときは必ず火を消していますか？ 
⇒周りに燃えやすい物は置いてありませんか？ 
⇒周りはきちんと掃除されていますか？ 

・電気器具類による 火災を防ぐための チェック 

⇒コード類の上に物は置いてありませんか？ 
⇒コンセントと電気プラグの間にホコリは 溜まっていませんか？ 
⇒古い電化製品には気を付けていますか？ 
⇒タコ足配線はしていませんか？ 

WEB 配信クルーの皆さん 
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・たばこによる 火災を防ぐための チェック 
⇒灰皿にたばこは溜まっていませんか？ 
⇒水をかける等、吸殻の始末をしていますか？ 
⇒喫煙場所は決めていますか？  
⇒寝たばこはしていませんか？ 

防犯                       【亀田、鈴木（康）】 
１．鎌倉市犯罪発生状況 
全体では前年度比Δ３２％と減少傾向にありますが、空き巣が今年初めて３件
発生しました。特殊詐欺被害は発生していません。 
２．七里ガ浜地区犯罪発生状況 
稲村ケ崎 5 丁目のアパートで空き巣が発生しました。 
室内に物色された形跡がなく、高級時計だけが盗まれるという「ちょっと不
思議な空き巣」（加藤駐在） 

３．空き巣対策 
①我が家を強く 

窓、サッシ ➡・防犯ガラスにする・防犯フィルムをはる 
・センサーアラームをつける・補助錠を付ける 

玄関ドア、勝手口ドア ➡・デインプルキーにする（ピッキング対策） 
・鍵を二つにする・ガードプレートを付ける（窓の破壊防止） 
・サムターン防止用カバーをつける 

加藤駐在から連絡 
11 月中、鎌倉署管内での詐欺被害はありませんでした。
これも皆様方のおかげです。 
ですが、まだまだ詐欺の前兆電話が多い状況です。油断
は禁物ですので引き続きご注意ください。」 
特に最近は市役所職員をかたり、「年金課の者です」「累
積医療費を還付します」などという電話が多くかかって
きています。 
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②不審者が近づけないように 
・音がでる玉砂利を敷く 
・センサーライト、防犯カメラを目立つところに設置 
・窓に近づけない、2 階への足場を造らない（物置/室外機/雨樋に注意） 

③周囲から見通しを良く 
・植栽の剪定（道路から窓や勝手口が見えるように）・防犯灯の設置 
・夜間の一軒一灯を（これだけで街の明るさが違います） 

④ご近所で助け合いましょう 
・長時間留守にするときはお隣さんに声掛けを 
・防犯パトロールの実施（空き巣がやりにくい地区だと思わせる効果） 

拍子木隊、青色パトロール、わんわんパトロールの皆さん、引き続き宜しく
お願いします。地域の皆さんも散歩途中に周囲に気配りをするなど、地域の
力で空き巣撲滅をはかりましょう。 
４．カニカニサギなどの「送り付け商法」にご注意 
「以前ご購入頂いた〇〇水産ですが」といったサギ電話がかかってきていま
す。断ると脅迫、断っても強引な送り付けなどの被害が増えています。 

①  電話でははっきり断り、直ぐに電話を切る 
② 断ったのに送り付けてきた場合 

・宅急便は「注文していないので受けとれません」と受け取り拒否をする
（宅配 業者への配慮は不要） 

・受け取ってしまった場合は送り状、連絡先などの証拠物件を写真に撮った
うえで直ちに処分する（今年 7 月に法律が改正され、今まであった 14 日
間の保存義務が無くなりました） 
③  契約してしまった場合 
今年 12 月から生鮮食料品もクーリングオフの対象となりましたので、所
定期間内に簡易書留などの書面でクーリングオフの手続きをして下さい。 

自治会エリア内の店舗併用住宅に関して                 
最近、自治会エリア内の住居で店舗併用の家が増えています。一部のお店
で、ゴミ処理（店舗で発生したゴミは産業ゴミで処理）、騒音、路上駐車等に
関する苦情が自治会へ寄せられています。 
これらの問題でお困りの方は、自治会までご相談下さい。 
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環境                      【中村、加田、村谷】 
●桜のプロムナード、自治会館前庭にビオラの花苗（70株）を植えました。
（12/11） 

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 
●いるか公園＆桜のプロムナードクリーン大作戦（12/12） 
  大勢のお子さんに参加いただきました。 

※詳細は子ども会の欄を参照 
■ 11 月〜12 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 2-15-5 I 様邸新築工事  
工期：2021 年 12 月〜2022 年 4 月 一戸建ての住宅 

 
子ども会                        【龍、塚原】 
◆｢年末いるか公園&桜のプロムナードクリーン大作戦｣ （12/12） 

参戦ありがとうございました！ 
落ち葉をメインに、マスクやお菓子ゴミも拾いました。小学生や家族連れ

のみなさんの大活躍で、だいぶすっきりとキレイな景
観となり、クリスマスプレゼントも好評でした。 
これからも、だれでも参加できるイベントとして｢ク
リーン大作戦｣を不定期で開催します。 
関心や交流が深まるよう工夫しますので、ぜひ参戦を
お待ちしています！ 
◆｢腰越地域高齢者等支援連絡会議｣(11/19)に出席しました 
腰越地域での福祉・防犯・防災について、多様化する課題(子ども・障がい
者・高齢者・生活困窮者)などの支援を改めて考えるため、各々の自治会や民
生委員などが連携協力していくことを目的に 2020 年に結成された本会議。 
近隣の自治会などでも担い手不足が進み、子ども会や老人会などが減少する
一方で、補助金をもらわない独自の活動団体が立ち上がり、レンタルスペー
ス・打上花火・ハロウィン行事などの企画運営を行う、地域を支える新しい
ムーブメントが起こっています。 
当子ども会でも、持続可能な活動のためには既存の形にとらわれない新しい
アイデアやマンパワーが必要であると認識しています。 
ご意見ご協力をこれからもよろしくお願いします！ 
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福祉                    【太田、郡司、小松（眞）】  
いつも感染対策にご協力をありがとうございます。 
引き続きマスク着用、家での検温、入館時の手指の消毒、上履き持参、体調
がすぐれない時はご遠慮下さい。福祉スタッフも、換気、椅子や机の消毒、
密を避ける椅子の配置等に努めていきます。 

いきいきスクール、サロンの予約受付は１５人まで、 
電話にて自治会にお申込み下さい。 

  ♪いきいきスク－ル毎月第 3 木曜日１０時〜１１時（無料） 
     １月２０日（木）加藤駐在さんのここだけのお話 
  ♪いきいきサロン毎月第 4 火曜日１３時３０分〜１４時 30 分（無料） 
     1 月２５日（火）百人一首大会 
  ♪写経はコロナが収まるまでお休みします。 
♡朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。皆様 ご自愛ください。 

▶右の写真は 11 月 18 日に行われた、いきいき 
スクール「頭と身体のフィットネス」の模様で 
す。インストラクターは大澤諒介さんです。 
頭と体を同時に動かすのは意外に難しく、皆様、 
真剣にそして楽しく取り組んでいました。 

 
かもめサロン                             

毎週水曜日 12 時〜16 時（使用料 100 円） 
12 月 29 日、1 月 5 日はお休みとさせていただきます。 

新たな年に向けて、また皆様と楽しみたいです。1 月 12 日より
お待ちしています。（コーヒー、紅茶 150 円です） 

 
スポーツ推進委員                       【桜井】 
グラウンドゴルフ開催   
日時：令和 4 年 2 月 12 日（土）10 時〜12 時（雨天中止） 
場所：七里ガ浜小学校校庭 動きやすい服装、運動靴、汗拭き。 
主催：七里ガ浜地区スポーツ振興会 
予約は不要です。 
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３R推進委員             【石川、佐藤、清水、中村（禮）】 
今年も「文化祭」を開催する事が出来ました。「３R フリーマーケット」で
は、多くの方のご協力で品物も沢山集まり、毎年掘り出し物が沢山有り、皆
様方に喜んで頂けたのではと思っております。 
又、スタッフの皆様、事務局の方、理事の方々に
は、8 時という早朝からのお手伝いをいただき「禮
子と愉快な仲間達」も準備から当日まで本当にお疲
れ様でした。今年度の売り上げは￥121,230 とご協
力をいただきました。心よりお礼を申し上げます。 
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！ 
 水曜日の植木剪定材（堆肥などに利用される大切な資源です） 

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！」 

 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」は容器包装プラスチックです。容器は洗って出す。    
事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 
●事務局員を若干名募集します 
    ・簡単な PC 操作の出来る方・地域活動に理解のある方歓迎！ 
    ・性別年齢不問 週２-３日程度勤務（シフト制） 
    ・勤務時間：平日 10-12 時/13-16 時、第２土曜日 10-12 時 
    ・応募お問合せは事務局まで ℡.31-5489 7jichikai@jcom.zaq.ne.jp 
●年末年始のスケジュール   冬季休館 12/25（土）〜1/6（木） 

mailto:7jichikai@jcom.zaq.ne.jp


 七里ガ浜自治会だより  2021 年（令和 3 年）12 月 

 8 / 8 
 

Topics of the month 
 Dondo-yaki will be held on January 9 in a Shichirigahama primary 

school playground. It is a Japanese New Year custom. 
Please come visit. 

 It's a cold season. Please be careful about fire. 
 We will continue to think of plans that everyone can enjoy next 

year. Please look forward to them, and please join us. 
 

2022年 1月    JANUARY 

 
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。 
七里ガ浜自治会は、1,660 世帯、4,000 人以上の方が住んでいます。 
会員の皆さんへ WEB 配信や広報誌を発信したり、夏祭りや文化祭の企
画・実行など自由な発想を具体化することは楽しく新鮮な経験です。 
自治会活動に興味のある方は、是非ご参加下さい。 
ご連絡お待ちしています。 

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 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 31 メモ

どんど焼き8時～11時
＠七里ガ浜小学校

東５丁目公園清9:00～
あざらし公園清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

つつじ公園清掃

10:00～いきいきスクール

10:00～11:00
加藤駐在のここだけのお話

いきいきサロン

13:30～14:30
百人一首大会

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は1月16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）

・東4丁目公園清掃は1月～3月はお休みです。

・12月25日（土）～1月6日（木）自治会館冬季休館

<自治会館冬季休館>

成人の日


