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 深沢地域整備事業説明会が自治会館で行われます            
日時/場所 令和４年 3月 8日(火) １５：３０ 自治会館 2Ｆ 
深沢地域整備課による深沢地域の整備事業及び市役所新庁舎等に関する
説明会を行います。自治会員の方ならどなたでも参加出来ます。 

 今年は自治会長の任期満了のため会長選挙があります          
詳細は 1月にお配りした「次期会長選挙・令和 3年度定時総会のお知ら
せ」をご覧ください。掲示板、ホームページからも確認できます。 

 ご自宅で保存食の期限チェックをしましょう    （詳細は２ページ） 
自治会では毎年防災倉庫の保存食の期限をチェックしています。 
保存期限の近いアルファ米を希望される会員の方にお分けします。  

 新しいスタイルの防犯活動を展開します      （詳細は 4ページ） 
皆さんも手軽に出来る防犯活動に参加しませんか。                              

 サポート詐欺ってご存知ですか？         （詳細は 3ページ） 
2021年度の被害額は全国で 2.2億円。  

 桜まつり中止と成ります                    
今年もコロナ感染が治まらないので桜まつりは中止になります。 

 卒業生/入学生へのお祝いを贈呈します     （詳細は 6ページ） 
子ども会より記念品をお贈りします。締切は 3月末です。 

 各支部・各地区委員の選出をお願いします      （詳細は 7ページ） 
支部地区委員の任期は令和 4年 4月 24日の総会までの一年間です。 

 新たに植えた河津桜咲きました！               
   桜のプロムナード整備只今進行中です。 

もうしばらくお待ち下さい。 
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防災                              【小原、皆川】 
１． 神奈川県総合防災センター研修報告 
厚木市にある防災センターで、鎌倉市の防災研修が行われました。 
防災理事の皆川さんが、「自主防災組織リーダー研修」に参加いたしました。
震度７の地震体験や風速 40mの体験、避難所運営に関するグループ討議等の
研修を受けて来ました。 
災害時では、ありとあらゆる要求（中には信じられない様な要求）が寄せら
れる。大事なのは「リーダーシップを発揮できる人材とそれをサポートする
チーム」です。 
自治会だよりでもご紹介しているように、少なくとも 3日間は自分、家族が
生きのびられる準備と近隣の方とのコミュニケーションを普段から心がけて
下さい。このコミュニケーションが強いチームを作ります。 
この防災センターは誰でも見学可能です。防災シアターで災害への備えを
視聴し、また地震、風災害等を体験することができます。 
皆さんも予約のうえ体験に行かれてはいかがでしょう。 

"神奈川県総合防災センター - 神奈川県ホームページ"  
右の QRコードからアクセスしてください。 
 

２． 3月末賞味期限の保存米（アルファ米）をご希望の会員の方にお分け 
します。 
自治会館にお越しの際に事務局にお声がけください。 

   保存食を食べるのも防災訓練です。 
防犯                       【亀田、鈴木（康）】 
１．鎌倉地区犯罪状況 

1月度鎌倉地区では目立った事件はありませんでした。 
★加藤さんの駐在便り   
「1月中、七里ガ浜東、稲村ケ崎 5丁目において事件等はありません  
でしたが、西友駐車場横の十字路交差点で出会い頭による 
人身事故が発生しています。車を運転される方、歩行者の方
も、見通しの悪い交差点では安全確認をお願いします。」 
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２．特殊詐欺情報 
①還付金詐欺 
昨年の還付金詐欺被害額は全国で 45億円でした。数多くの人が
「おいしそうな言葉」に騙されていることになります。鎌倉地区
でも「市役所の者」を名乗る電話が多発しています。「ATＭ操作
で還付金が戻ることは絶対ありません」「公的機関から個人あてに
『還付金がある』と電話してくることは絶対ありません」 
②サポート詐欺 
パソコン操作中に派手な警告音がなり、突然画面が動かなく
（フリーズ）なります。画面には「このパソコンはウィルス
に汚染されています。駆除するには直ちに連絡ください」な
どの警告文と共に電話番号やサイトアドレスが表示されます。これはサポ
ート詐欺と呼ばれるもので、2021年度の被害額は全国で 2.2億円、先日
逮捕された犯人グループの口座には 2千万円が入金されていたとのこと
でした。1件３～5万円の被害額を考えると騙されて連絡してしまう人が
多いことが分かります。 
▶対処法（Windowsの場合） 
ア． タスクマネージャーを起動し使用中のブラウザを選択して 

タスクの終了を押す 
・タスクマネージャーの起動方法はパソコンによって違います。 
いざという時に慌てないためにもご使用中のパソコンのタスクマネージャー 
起動方法に習熟することが詐欺予防につながります。 

（例）・キーボード上の CTRL、ALT、DELキーを同時に押し、出て 
きたタスクマネージャーから使用中のブラウザを選択して 
タスクの終了を押す。または出てきた電源ボタンで終了する。 

イ．強制終了（保存されていない作成中の資料は削除されます） 
・タスクマネージャーが画面に表示されない場合、キーボード 
上の電源ボタンを長押し（4秒以上）する 

以上の操作でも警告画面が消えない場合はパソコンメーカーの相談室、消費者センター
等に連絡してください。 

「警告画面に表示されている電話番号、サイトには絶対アクセスしない事」 
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３．防犯パトロールに新しい動き―新生！稲５拍子木隊 
防犯パトロールは、防犯意識の向上と共に地域の
防犯活動の要ですが、長年その中核を担って頂い
ている拍子木隊に新しい動きがありましたので紹
介します。 
長年、班長を務めてくださった野崎さんからのバ
トンを受け、稲村ケ崎 5丁目の新生拍子木隊 12名
が活動を開始しました！ 
ランニングしながらのランパト、愛犬と散歩しながらのワンパト、ご近所に
声を掛けながらの拍子木パトなど、隊員のライフスタイルに合わせながら 
地域の枠を超えて活動範囲を広げ、犯罪抑止力強化と地域のコミュニケーシ
ョンの活性化を目指して活動中です。 
 
環境                      【中村、加田、村谷】 
 エンジン付き清掃機器は メインテナンス済みです。 
芝刈り機、刈払機、ブロワー、チェーンソーのエンジンオイル交換、エアー
フィルター清掃等を行いました。 
作動確認済みですので、公園や道路等の清掃作業にお使いください。 
尚、返却の際は、次に使用する方のために、機器の清掃・ガソリンの抜き取
り、防護具の清掃等を徹底して実施してください。 
    ＊これらは自治会費で購入したものですので、会員の皆さまにもお貸し 
   致します。取り扱いには注意が必要なものが多いので、心配な方は 
   自治会までご相談ください。 
 
 公園愛護会へのご参加をお願いいたします。 
七里ガ浜自治会区域内には１０の公園愛護会があり、定期的に清掃、美化活
動を行っています。 
一度、お近くの公園に顔を出してみませんか？ 
掃除器具は揃っておりますので、手ぶらで大丈夫。 
近くに住んでいて、なんとなく顔は知っているけど・・・という皆さん。 
公園清掃は近所の方と知り合いになるよい機会です。 
顔見知りになることが防犯や災害時の助け合いにもつながります。 
各公園の活動日は最後のページのカレンダーに記載されています。是非！ 
 今年の「堆肥無料配布」は 4月に予定しています。 
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■ 1月～2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 3-18-10  O様邸新築工事  

工期：2022年 2月～2022年 8月 一戸建ての住宅 
・東 2-13-2   O様邸新築工事  

工期：2022年 2月～2022年 7月 一戸建ての住宅 
 

行事体育              【三浦、岩城、鈴木、森崎、平沢】 
行事体育の森崎理事が長野県の原村に移住する為、任期途中ですが退任され
ます。森崎さんからメッセージが届いていますので一部ご紹介します。 
「私事で恐縮ですが、八ヶ岳の麓、長野県の原村に移住することにしまし
た。任期途中に誠に申し訳ありません。これまで本当にありがとうござい
ました。妻の実家が七里カ浜なので今後も頻繁に遊びに来ると
思います。見かけたら声をかけてください！」                                                      
――――――      新天地でのご活躍を応援しています。 

 

福祉                    【太田、郡司、小松（眞）】  
いつも感染対策にご協力いただき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、椅子机の消毒や密にならない配置な
どに努めていきます。 
いきいきスク－ル、サロンの予約受付は１５名まで、電話にて自治会にお申
込みください。 
★いきいきスク－ル 毎月第 3木曜日１０時～１１時 
 ３月１７日（木）心と身体の愉快なトレ－ニング（無料） 

講師 広池とし江さん（元看護士、介護予防機能訓練士） 
   面白い脳トレクイズや簡単な体操でリフレッシュしましょう！ 
★いきいきサロン  毎月第 4火曜日 １３時３０分～１４時３０分 
 ３月２２日（火）  楽しいイースタ－エッグ作り  

参加費２００円（材料費として） 講師 中村禮子さん 
卵型のボールにビーズや綺麗なリボンを貼りつけて 
可愛い卵を作ります。 

★写経はコロナが収束するまでお休みします。 
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右の写真は 1月 20日に行われた、いきいきスクール 
「加藤駐在のここだけの話」の模様です。 
私達の身近で関心のある、防犯、交通事故・規則など
をわかりやすく、色々な事例を挙げながら説明してく
ださいました。 
 
子ども会                         【龍、塚原】 
● 卒業生/入学生へのお祝い贈呈 

今年 3月に小学校を卒業する 6年生、および 4月に入学される 1年生の皆さ
んに子ども会より記念品をお贈りします。Ｅメール、電話で受け付け。 
4月中に、日本図書普及（株）よりメールアドレス宛にお届けします。 
（ 7kodomokai@jcom.zaq.ne.jp または ☎31-5489 まで） 
 
 
 
 予告 【子ども会専用ラインアカウントを開設します！】 
LINEで自治会子ども会の行事や子育て情報等の提供を目指しています。 
準備ができ次第自治会だよりやホームページ等で正式告知します。 
少々お待ちください。 
かもめサロン                             
まん延防止等重点措置が延長されたため、予防策をとって、
解除されるまでサロンはおやすみとします。毎日お買い物に
出かける、お散歩をするなど、家の中でばかり過ごすことの
ないようお気をつけください。また元気にお会いできるのを
スタッフ一同心待ちにしております！ 
３R推進委員             【石川、佐藤、清水、中村（禮）】 
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。 
「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ください。 
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・容器包装プラスチック 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   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。 
容器は洗って出してください。  

 
一人一人の普段の行動が、地球を守ることに密接に関連しているという意識
が、本当に大切な時代になって来ました。 
2020年時点で約 24億人が食料難に直面し、8240万人が強制移住を余儀な
くされているのが現実です。 
 
理事からの熱い思いをご紹介します                   
今回は、行事体育の平沢理事の熱い思いです。 
先月 15日にトンガ王国で発生した津波災害においては、遠く離れた日本にお
いても、津波警報の発令、実際に到達した津波による漁業への被害等が確認
されました。これらの災害発生リスクを踏まえた上で七里ガ浜でも
「地域防災力」を更に高めていく必要性があると考えます。共助、
公助の精神、アクションが復興支援の一助になり、一日も早いトン
ガ王国の復興を願って止みません…。トンガ王国への津波災害義援
金の受付等は右の QRコードから確認してください。   
 
事務局                   【青山、磯崎、水野、龍】 
   各支部・各地区委員の選出をお願いします             
現在の支部地区委員の任期は令和 4年 4月 24日の総会まで、の一年間で
す。次年度（令和 4年 4月 24日～令和 5年 4月 23日）の新委員の選出を
お願いいたします。〆切は 3月 11日(金)です。選出方法は地区ごとになりま 
す。 
お声が掛かりました際にはご協力をお願いいたします。 
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Topics of the month 
 Notice We will open a line account exclusively for children's 

associations! We aim to provide children's association events and 
information on LINE. We will officially announce the state of 
progress as soon as it is completed, so please wait for a while. 

 Would you like to join a local security patrol team? If you would like 
to participate, please contact the residents' association. 

2022年３月    MARCH 

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。 
皆さんはどんな街があったら住みたいと思いますか？ 
「そんなのあったら、だれだってうれしいさ！」というような街が 
七里ガ浜だったら良いですね。 
皆で考えてみませんか？ ちょっとワクワクしますよね。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

27 28 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 2

3 4 メモ

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～

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～
かば公園清掃

9:00～

東３丁目公園清掃

10:00～

つつじ公園清掃

10:00～

いきいきスクール

10:00～11:00
心と体の愉快な

トレーニング

いきいきサロン

13:30～14:30
楽しいイースター

エッグ作り

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は３月20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。

・かもめサロンはまん延防止等重点措置が解除されるまでお休みです。

春分の日

深沢地域整備

事業説明会

15:30～
＠自治会館２F 

自治会だより掲載の写真、イラスト、記事の無断複製、複写、転載を禁じます。 


