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■ 新会長からご挨拶 

新しく自治会長になりました村谷宏三です。七里ガ浜に居を構えて 40年以上にな
ります。緑豊かな相模湾の高台で、恵まれた自然環境の中で生活し、何より、和
を大切にする住民の方々に恵まれ、この地に住んで本当に良かったと思っていま
す。近くに消防署や交番もあり、商店も増え、桜を中心とした街路樹や各公園も
整備されてきました。自治会としても「安全・安心・快適な、そして子どもの元
気な声が聞こえるまち」を引続き目指してまいります。 

ここ数年、新型コロナ感染症の影響で恒例の夏祭りや秋の文化祭などの諸行事は中止や規模を小さくして
いましたが、感染状況も少し落ち着いている現状もあり、今後を注意深く見定めながら一歩か二歩前に踏
み出し、以前の規模は無理としても、伝統ある夏祭りを復活させ、子どもたちの思い出に残せるような夏
の行事にし，七里ガ浜の絆をより太いものにしたいと考えております。夏祭り費用の大半は皆様からの募
金で成り立っています。従来の回覧(手渡し)で集めて頂く方法のほかに、直接の手渡しを避ける募金法
(自治会館などの募金箱の設置や振り込みなど）も考えます。何もしないのは簡単ですが、どうやって実
現するかをみんなで考えていきたいと思いますので、会員の皆様には是非ご賛同いただきますよう、お願
い申し上げます。自治会は先輩が築いてくれた 50年を超える伝統がありますが、其の基盤をもとに常に
改善・改良していくのが我々の役目です。「着実に、一歩ずつ」歩んでいきたいと思います。 

■ 定時総会の結果報告     
令和 4年 4月 23日(土）開催の令和 3年度総会（書面評決）の結果報告    
総会員数  1,653名  必要な定足数は過半数の 827名。 
書面投票数 1,445名  定数を満たしているので総会は成立致しました。 
第１号議案 令和３年度七里ガ浜自治会活動報告及び決算報告・監査報告 ：賛成 1,441名 反対 4名 
第２号議案 令和４年度七里ガ浜自治会活動計画(案)及び予算(案)   ：賛成 1,440名 反対 5名 
第３号議案 令和４年度自治会役員(案)        ：賛成 1,442名 反対 3名 
 
以上すべての議案が承認されました。有難うございました。 
評決に際し、皆さんから頂いたご意見はこれからの自治会運営に役立てていきたいと思います。  

    
■ 「2040年の七里ガ浜」イラストコンテスト開催！ 

未来の七里ガ浜はこんなだ〜！という夢のあるイラストを大募集中 
 

■ 「かまくら 5人姉妹の演奏会」 
6月 27日（月曜日）11：00〜12：30 於自治会館 
 

■ 「広町の森にホタルを見に行こう！」 
6月 11日（土曜日）18：30  集合場所：七里ヶ浜浄化センター 広町の森入口 
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財務                                   小原 
★2022年度 自治会費について 
5月 27日(金)に本年度会費の引落しを致しました。なんらかの理由で引落しができなかったかたには、後日
事務局よりご連絡をさせて頂きます。 
また、自動振替のお手続きがお済でないかたは、下記銀行口座へお振込みをお願いいたします。窓口でも受
付けますが、集金業務効率化にご協力をお願いいたします。 

 

防犯                        亀田、鈴木（康） 
１．鎌倉地区犯罪発生状況  要注意！特殊詐欺多発 

鎌倉地区は特殊詐欺グループに狙われています。高額被害が相次いでいますのでご注 
意ください。すでに 3200万円の被害が発生しています。還付金詐欺、カード手交型 
詐欺の予兆と見られる電話も多発しています。 
 

２．七里ガ浜東地区犯罪発生状況  要注意！七里ガ浜近隣地域で自転車盗多発 
数か月前の空き巣被害に続き、七里ガ浜駅自転車置き場及び近隣地 
域で 4件の自転車盗が相次ぎました。いずれもマウンテンバイクな 
どの高級車です。うち 3台は無施錠でした。鎌倉市の犯罪統計でも 
自転車盗の 7割は無施錠の自転車です。 
 

３．自転車盗対策―対策は持ち主の意識次第 
 ＊鍵はダブルロックに、できれば一か所はしっかりした柱、フェンス等に固定 

＊ご自宅でも、商業施設や駅周辺の駐輪場でも、自転車から離れるときは必ず施錠を忘れずに。 
 短時間でも目を離したすきに狙われます！ 
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４．特殊詐欺対策―高齢者を地域全体で見守りましょう 
①あなたの御子息やお孫さんが「電話で」「名乗らずに」「お金を無心してくる」事はありません。 
 ためらわずに一度電話を切り、警察に相談しましょう。 
②電話や ATM操作で還付金が戻ってくることは絶対ありません。 
③犯人は証拠の残る「電話内容の録音」を嫌います。 

  ＊留守電機能をフル活用しましょう。いつも留守電にしておき相手を確認する事。 
  ＊特殊詐欺防止機能付き録音機（6千から 1万円程度）を活用しましょう。 

鎌倉市の購入補助制度（購入額の２／３補助、最大６千円まで）も利用すると自己負担が少なく
て済みます。  
 

防災                          皆川、小野沢 
★2022年度「防災協力員」登録の件（6月末期限） 
鎌倉市は災害時の避難に支援を要する方の「要支援者リスト」の整備事業を行っています。 
当自治会は 2015年以降鎌倉市と共同でこの事業を進めて参りました。本年度も「防災協力員」
を募集いたします。 
現在当自治会内の災害時要支援者約 350名に対し、防災協力員は約 230名の方々に登録いただい
ています。 
詳細は別紙の申込書に記載してありますので宜しくお願い致します。 

 

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。 
 

■ 4月〜5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 3-21-1 MODELCODE七里ガ浜東Ⅱ新築工事  

工期：2022年 5月〜2022年 11月 一戸建ての住宅 
・東 3-3-1  ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ（佐川様）様邸新築工事   

工期：2022年 7 月〜2022年 12月 一戸建ての住宅 
 
商店会                             武内 

★七里ガ浜商店会では桜のプロムナードにおける桜の保護活動「桜プロジェクト」を行なってお
り、加盟店に募金箱を設置しています。このたび令和 3年度 の募金総額として 71,269円が計
上されました。これらは施肥、剪定等の事業に充当いたします。ご協力のほど心より感謝申しあ
げます。皆様からの温かい励ましと受けとめ、これからも活動に従事してまいります。 
 

福祉                     太田、小松（眞）、保戸塚 
★感染対策はいつものようにお願いします。 
★赤十字募金もよろしくお願いします。 
★いきいきスク－ル  
6月 16日（第３木曜日）10時〜11時 
心爽やかヨガ ヨガインストラクタ- 中里恵美子さん 
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★いきいきサロン 6月 28日（第４火曜日）13時 30分〜14時 30分 
「鎌倉殿の１３人」登場人物紹介‼鎌倉ハイランド自治会会長 鴨田氏 

  主な登場人物の興味深い解説を聞いて、ドラマをより一層楽しみましょう❣  
★写経 ６月 29日（第４水曜日）13時 30〜14時 30分 
   年齢制限を無くし、何歳でも参加出来るようになりました。奮ってご参加ください。 

※持ち物 筆ペン、上履き、文鎮、写経セット（写経セットはこちらでも１００円でお分けします。）  
★スク－ル、サロンともに自治会受付に事前申し込みをお願いします。  

自治会館 ☎0467-31-5489 
★お願い： 先月４/２１のいきいきスク-ルに於いて、靴の履き違いがありました。 

   現在お一人の方の靴が無く、持ち主不明の靴が一足自治会館の下駄箱に保管されています。 
   今一度ご自分の靴の確認と自治会館下駄箱の靴の確認をお願いします。尚、ご自分の持ち物、 
   靴の内側にお名前を書いて下さい。お願いします。 
 

★ご挨拶： 今期福祉を担当させて頂くことになりました保戸塚です。毎月の、いきいき
スクール、いきいきサロンを受講して頂いて「楽しかった！」と言って頂け
るように頑張りますので、宜しくお願い致します。 

 
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♪ 
 

★「2040年の七里ガ浜」イラストコンテスト開催！ 
・未来の七里ガ浜はこんなだ〜！という夢のあるイラストを大募集 
・募集期間は７月 8日（金曜日）まで 
・参加者全員に参加賞を用意 
※詳しくは自治会 HPか、子ども会ラインにて告知あり♪ 

 
行事体育                    鈴木（敏）・古谷・宮下 
★『広町の森にホタルを見に行こう!』を開催します。 

行事体育の理事が帯同しますが、親子でのご参加をお願いします。 

・日時:6月 11日(土)18時 30分 

・集合場所:七里ヶ浜浄化センター 広町の森入口 

・服装:虫刺され防止のため、長袖、長ズボン、靴を着用 

・携行品:ホタルのストレスを和らげるため、懐中電灯の明かりを赤セロファンで覆ってください 

・雨天は中止します。 

開催可否は、「七里ガ浜自治会 Facebook」と 

「こども会ライン公式アカウント」にて事前にお知らせします。 

https://www.facebook.com/pg/jichikai.7rigahama/events/ 
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みらいふる                           岩澤 
★「かまくら 5人姉妹の演奏会」 

・6月 27日（月曜日）11：00〜12：30 於自治会館 
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノによるクインテット。みらいふる会員以外の 
かたでも参加頂けます。ぜひ聞きにいらして下さい。 

 
かもめサロン                              
かもめサロンは、通常通りオープンしています。 
毎週水曜日１２時から１６時 まで、お待ちしています。 
みなさん 楽しい 会話・情報交換（趣味‣お稽古事・スポーツ・医療関係・などなど）
美味しい 珈琲と 紅茶 時折 お茶菓子 囲碁好きの方も 熱戦中です。 

 
事務局                                 
★公共物各種不具合の連絡先 
自治会内の施設等の不具合を発見された場合は、お手数ですが下記担当部署に直接ご連絡ください。
よろしくお願いいたします。 

道路の陥没、側溝の蓋などの破損・詰まり 都市整備部作業センター ℡：0467-46-8293 

公園の照明等を含む公園関係 鎌倉市役所 みどり公園課 ℡：0467-23-3000 

街路灯・カーブミラー、ガードレール等 鎌倉市役所 道水路管理課 ℡：0467-23-3000 

防犯灯 防犯灯コールセンター ℡：0120-933-790 

交通標識等の破損、落とし物 鎌倉警察署 ℡：0467-23-0110 

 
★LINEから道路の損傷等が通報できます 
鎌倉市では「道路に穴が開いている」「側溝が詰まっている」
「標識やミラーの故障・落書き」などを、皆さんが速やかに通報
していただくことができるよう、「LINE」を利用した通報システ
ムを運用しています。 
スマートフォンの写真撮影機能と位置情報計測シ
ステム（GPS）機能を利用して通報できます。 
右記 QRコードからお友達登録しておくと便利で
す。 

★落とし物は所管の警察へ 
周辺道路で落とし物を拾得され、自治会館にお持ちになるかたが
いらっしゃいますが、自治会では扱いが困難です。駐在所もしく
は鎌倉警察署へお届け下さい。 
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2022年６月    JUNE 

今月も「自治会だより」をご覧頂きありがとうございます。今年度からの新メンバー（役員等）
の一部の方々をご紹介します。宜しくお願い致します。 

 

 
★ Let's go see fireflies with parents and children at 
Hiromachi Ryokuchi Hiking area! Date and time: Saturday, 
June 11th, 18:30~  
★ Please donate to protect the cherry blossoms at our 
Sakura Promenade. Donation boxes have been set up at member 
of stores of Shichirigahama Shotenkai. 

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。 

伊達 鉄也さん (環境） 鈴木 美和子さん(子ども会） 

 

古谷 聡さん (行事体育） 宮下 春生さん (行事体育） 田中 かおりさん（事務局） 

岩澤 美代子さん (みらいふる） 郡司 順子さん (３R） 楠元 知毅さん（支部） 保戸塚 りん子さん（福祉） 伊勢田 良一さん（総務） 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 1 2

3 4 メモ

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

かもめサロン

12:00～16:00

ホタル観賞会

18:30～
広町の森にホタル

を見に行こう！

写経

13:30～14:30
いきいきサロン

13:30～14:30
「鎌倉殿の１３人」

登場人物紹介‼

いきいきスクール

10:00～11:00
心爽やかヨガ

グリーンデイ

08:00～

演奏会

11:00～12:30
かまくら5人姉妹の

演奏会

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～

うずら公園清掃

8:30～

かば公園清掃

9:00～

・毎月第3日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は６月1９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 3 丁目公園清掃 
10：00～ 

自治会費 
納入〆切 

自治会だより 
配布 


