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 2022年度の自治会費の自動引き落とし日は 5月 27日です       
登録済みの引落し口座残高の確認をお願いします  （詳細は 2ページ） 

 「環境部・子ども会コラボ企画」クリーン大作戦  （詳細は 2ページ） 
5月 21日（土）10時に緑と桜のプロムナード＆いるか公園に集合 

 鎌倉市特殊詐欺被害防止電話機等購入費補助制度今年も実施されます   
特殊詐欺犯人が最も嫌う自動録音機能付き機器の購入をご検討下さい。                    
（詳細は２，３ページ） 

 桜のプロムナードの営業利用の許可が延長されました（詳細は４ページ） 
   七里ガ浜商店街へのご利用ご来店を心よりお待ち申し上げます。                             
 写経が復活します                （詳細は 4ページ） 
５月２５日（第４水曜日）13:30～14:30 奮ってご参加下さい。 

 自治会内の道路工事のお知らせ等の情報は掲示板等で順次お知らせします 
回覧板に代わり、必要な情報は順次掲示板及びホームページでお知らせし
ます。●水道工事：4/25-9/5 予定 稲村 5-30(朝日通り)～七里ガ浜東 3-18(奥七里通り) 

 クリーンステーション（ゴミステーション）に関して（詳細は５ページ） 
 クリーンステーションは、そこを利用する方々で維持管理を行って頂く事
になっています。場所を提供して下さっている方に感謝しルールを守って
お使い下さい。 

 堆肥のご利用ありがとうございました                 
堆肥の無料配布は鎌倉市のご厚意で 1週間の当初予定から 2週間に延長し
て頂き、沢山の会員の方々にご利用して頂きました。 
かもめサポートも沢山の方々よりご依頼がありました。 
サポートして下さった方々に感謝申し上げます。 

 赤十字募金のお知らせ           
赤十字募金の募金箱を自治会受付に設置します。期間は４月２５日～５月
末までとします。ご協力よろしくお願いいたします。 
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財務                                 【小原】 
・本年度自治会費のお願い  昨年度より開始しました金融機関自動振替に
よる自治会費 3600円のお支払いにつきましては、5月 27日に今年度分の
振替を予定しています。既に登録済の皆様、今一度引落口座の残高確認を
お願い致します。 

 自動振替手続きがお済でない方は、2023年度以降の振替手続きを事務局ま
でお申し込みください。 
なお会費はご自身での振込手続き(5月だよりにて詳細ご案内）、または自治
会館にて現金・PayPayでのお支払いも受け付けます。 

環境部・子ども会コラボ企画クリーン大作戦のお知らせ 【環境&子ども会】 
日時 :５月 21日㈯10:00～11:30頃まで ※雨天時は 28㈯に順延 
場所 :いるか公園前＆桜のプロムナード・緑のプロムナード 
持ち物: 用具は自治会館前及び七里ガ浜診療所前に用意があります。   

あれば軍手、ホウキを持参下さい。 
対象 :どなたでも。子どもたちには軽食ご用意しています！ 
※家族やお友だちと一緒に参加してね♪大人にはドリンク進呈！ 

防犯                       【亀田、鈴木（康）】 
１．鎌倉地区犯罪発生状況 
特殊詐欺が 2件発生しています。不審な電話には十分ご注意ください。 
加藤さんの駐在便り 「3月中、七里ガ浜東、稲５での事件事故の発生はあ
りませんでしたが、特殊詐欺の発生が増えています。県警全体でもオレオレ
詐欺（息子語りや、カードを預かる詐欺盗）の前兆電話が多くなっていま
す。ATMで電話をしている人や、近所で見かけないスーツ姿の若者を見か
けた際にはためらわずに 110番通報をお願いします。」 
２．鎌倉市特殊詐欺被害防止電話機等購入費補助制度 
鎌倉市では昨年に続き特殊詐欺防止機能の付いた機器を購入した場
合の購入費補助制度を実施します。この機会に特殊詐欺犯人が最も
嫌う自動録音機能の付いた機器の購入をご検討ください。 
対象：市内在住の 70歳以上の方が上記機器を購入した場合（代理申請可） 
補助額：購入金額の２／３（上限６千円 例 1万円の購入で負担は 4千円） 
受付期間：令和４年４月１日～令和５年１月２７日 
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受付：２００台（鎌倉市 HP→防犯の項で随時現時点での受付台数を表示） 
申込・問合せ先：鎌倉市役所地域のつながり課 安全安心担当（0467-61-
3881）＊尚、今年度、鎌倉市防犯協会の補助制度は現時点ではありません。 
３．電動アシスト自転車のバッテリー盗難に注意 
電動アシスト自転車のバッテリー盗難が増えています。自宅の玄関、庭、滞
在時間の長い商業施設の駐輪場などに止めてある自転車が狙われやすいとの
ことです。バッテリーを外すのにかかる時間は慣れた犯人だと鍵がかかって
いても数十秒と言われています。短時間の駐輪でも油断せず、自転車本体と
バッテリーをしっかり固定できるように施錠しましょう。市販の盗難防止グ
ッズ（1000～3000円程度）も有効です。 
４．防犯ポスターの交換にご協力ください 
劣化した防犯ポスターを見かけましたら交換にご協力ください。ポスタ
ーに開いている穴に針金を通して電柱に止めます。近所でポスターを見
かけないなと思われましたら、ご自宅前の電柱に新規に貼って頂いても
結構です。ポスターと針金は自治会事務局にストックしてあります。 
防災                        【皆川、小野沢】 
この２年間、コロナ禍により防災訓練などの人が集まる行事を実施できませ
んでした。今年度も予想がつきませんが、災害が発生することを想定し、で
きる範囲でご家庭におけます備えを進めるようお願いいたします。 
自治会としましては、防災倉庫に保管しています備品のうち古くなっ
たものを入れ換える予定です。災害は予期せぬ時に突然起こります。 
環境                      【中村、斎藤、伊達】 
毎月の活動として、クリーンデイ（毎月第 3日曜日）に合わせて自宅周りや
プロムナード清掃を実施して頂いていますのでご協力お願いします。 
 5月より正福寺公園の清掃日が、1，15日に変更に成ります。 
 
■ 3月～4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 4-30-6 H様邸新築工事  
工期：2022年 4月～2022年 12月 一戸建ての住宅 

・東 4-36-16 I様邸新築工事  
工期：2022年 6 月～2022年 9 月 一戸建ての住宅 
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商店会                           【武内】 
桜のプロムナードの営業利用の許可について 
国土交通省からの「桜のプロムナードのテラス営業」に向けての歩道の「占
用許可」が令和 4年（2022年）9月 30日迄延長に成りました。使用に関し
ては、2m以上の歩道幅を確保すること、使用する各商店、そして商店会と
して引き続き安全・美化・清掃に努めてまいります。屋外スペースをご利用
される方々の解放感と安心感を七里ガ浜らしく提供できればと思います。  
七里ガ浜商店街へのご利用ご来店を心よりお待ち申し上げます。 
福祉                   【太田、小松（眞）、保戸塚】  
任期満了の郡司順子さんに代わり、保戸塚りん子さんが福祉スッタフに加わ
りました。３人で心を合わせて頑張ります❣  よろしくお願いします。 
コロナがまだ落ち着いていないので、感染対策の実施をお願いします。  
転倒などを避けるためご自分の足に合った上履きをご持参ください。 
＊いきいきスク－ル ５/19（第３木曜日）10～11時  

楽しい指ヨガ 指ヨガインストラクタ－西窪美佐子さん 
＊いきいきサロン 5/24（第４火曜日）13：30～14：30 思い出の写真

を素敵なフレ－ムで飾ろう！  
木のフレ－ムにご自分の好きなものを貼りつけてオリジナルフレ－ムを 
作ります。参加費 100円（材料費として） 
スク－ル、サロンとも自治会館（☎31-5489）に申込みをお願いします。  

 長い間お休みを頂いていた写経が復活します  

5/25（第４水曜日）13：30～14：30 ２階集会室 奮ってご参加下さい。 
●左：3/22いきいきサロン 
イースターエッグ作りを楽しみま
した 
●3/17いきいきスクール 
「脳と身体の愉快なトレーニン
グ」の一コマ。腸は健康のかな
め、最大の免疫臓器、新型コロナ
ウイルスの重症化を防ぐ為にも腸
内環境を意識したいところです。 

七里ガ浜自治会では、地域内回覧をして「赤十字」「赤い羽根」「歳末たすけあい」3つの共同募金に住民皆
さまのご協力を頂いてきました。コロナ禍で回覧を取りやめ、会館窓口での募金形式にして 2年が経ちま
す。過去には 1度に 30万円ほどのご協力がありましたが、昨年ではその 1/20ほどの額に。回覧があった
ので募金しやすかったとの声もありますが、今後も回覧については未定です。しかし、社会福祉活動や人道
支援など、今こそ多くのかたのご協力が必要です。是非お買い物の途中などに自治会館にお立ち寄り下さ
い。1世帯 300～500円を目安にご支援をお願いいたします。（設置期間：～5/31） 
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子ども会                     【塚原、鈴木（美）】 

★子ども会ライン公式アカウント★   
・当地での子育てや暮らしに役立つ情報を配信しています♪ 
お友だち追加をお待ちしています♪  

～5月 21日（土）クリーン大作戦も参加してね～ 
みらいふる                         【岩沢】 
4月～9月の誕生者に紅白饅頭をお配りします。誕生会は中止します。 
かもめサロン                              
かもめサロンは、3月 23日から通常通りオープンしています。 
毎日つらいニュースに接しますが、少しの間でも、かもめサロンに気分転換
にいらして下さい。コーヒーや紅茶、楽しい話でお待ちしております。 

 
３R推進委員             【石川、清水、郡司、中村（禮）】 
 クリーンステーション（ごみ集積所）について 

クリーンステーションは、そこを利用する方々で維持管理がされています。 
どのステーションでも使用出来るわけではありませんので、ご近所の方に相
談するなどしてご確認下さい。 
他の地域のクリーンステーションにごみを出すことはできません。 
許可を取らずに、クリーンステーションを移設・分割・廃止はできません。
詳細は右のQRコードからも確認できます。 

1. クリーンステーションの移設・分割・廃止についてはそのクリーンス
テーションを利用している皆さんの同意が必要です。 

2. 同意が得られましたら、名越クリーンセンターへ連絡をします。 
3. 名越クリーンセンター担当職員が現場を視察に来ます。 
4. 移設・分割・廃止が決定されます。 

全て当該のクリーンステーションを利用している方々で話し合い、
お手続きをしてい頂いております。 
自治会は関与できませんのでご了承下さい。 
お掃除当番を決めていないクリーンステーションは、使用し
ている方々で話し合い、順番でお掃除を実施して下さい。 
捨てる前にきちんと仕分けをし、指定の曜日にルールを守っ
て各自責任を持って出して下さい。 
この七里ガ浜の美しい街並みは一人一人の責任です。 
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Topics of the month 
 We will clean the Dolphin Park and the green promenade on May 

21st(10am-11:30am). Please join us. 
  "Children's Association" LINE official account, debut. Anyone 

can register, so please add a friend from the QR code. 
 Would you like to join a local security patrol team? If you 

would like to participate, please contact the residents' association. 
2022年５月    MAY 

今月も「自治会だより」をご覧頂きありがとうございます。 
今年も桜が綺麗に咲きました。 
2022年も素敵な街づくりを進めてまいります。 

『こんな街に住んでるよ！』って自慢したくなる 
街ですね七里ガ浜は。 
 

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。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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

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～

つつじ公園清掃

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
楽しい指ヨガ

いきいきサロン

13:30～14:30
思い出の写真を素敵な

フレームで飾ろう！

建国記念日 みどりの日 こどもの日

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は5月15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）

・5月より正福寺公園の清掃日が毎月1，15日に変更になります。

・写経再開しました。毎月第4週曜日。

写経 再開です

13:30～14:30

みどりのプロムナード

&いるか公園清掃

10:00～11:30
（雨天の時は28日）

（Photo: Tsutomu Kata） 

会費 

引落日 


