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１．夏祭りのテーマ 『 おかえり、七里の夏祭り！！ 』 
開催は 8 月 20 日（土）、21 日（日）です。 

従来通りまでは戻せませんが、3 年ぶりの夏祭りを開催します。コロナ対策として代金のキ

ャッシュレス決済や、ふれあい広場の中止などを検討しています。また SDG’s の視点で

「プラごみゼロ」に向けた取り組みにも挑戦。運営はみなさまのご芳志により成り立ってい

ます。募金箱を回覧致しますので、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
なお、コロナの感染状況を十分注視しながら慎重に進めます。 

 
 

２．七里ガ浜小学校 運動会開催 
6 月 4 日（土）七小の運動会が開催されました。午前中の開催でしたが、青空の下、子供た

ちの歓声が校庭いっぱいに弾けていました。 

 
 

３．花の日礼拝 
6 月 10 日（金）楓幼稚園園児による花の日礼拝があり、自治会館に奇麗な花を沢山持参し

たかわいい園児が訪問してくれました。小原・福嶋両副会長、園部顧問が「自治会はどんな

ことをしているの？」などの質問に丁寧に応対し、楽しい一時を過ごしました。自治会より

お礼に折り紙を差し上げました。 

 
 

４．ホタル観賞会（行事体育） 
6 月 11 日（土）予定されていたホタル観賞は、雨天のため中止と致しました。源氏ボタル

（6 月）、平家ボタル（7 月）は夜 7 時半ごろから 8 時ごろまで、舞っているとのこと。 

 
 

５．アルミ缶資源回収のお願い 
自治会館の裏の回集場所にお持ち頂いたアルミ缶は年間約３トンにもなり、25 万円を超え

る収入を得ており、自治会活動費に充当させて頂いています。アルミ缶は以前 70～90 円

/kg だったのが、2020 年頃 55 円/kg に下落しましたが、最近 150 円/kg と高騰してお

ります。買い物などのついでにぜひ回収場所にご持参いただきますようお願い申し上げま

す。なお、アルミ缶回収場所は監視カメラを設置し盗難予防に気を付けています。 

 

 

総務                            福嶋・伊勢田 

★自治会内土地所有者の非居住者の自治会入会の件 

東３－２６ 配水タンク付近の擁壁上の土地を隣接する広い裏山の所有者（極楽寺在住）の方が購入。 

この個人の方を、賛助会員として入会を了承しました。 

★江ノ電バス「七里ガ浜～鎌倉駅」バスが廃止される。（時期は近々決定される模様） 
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財務                                     小原 

★2022 年度 自治会費について 
5/27(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、別途事務

局より電話もしくは手紙にてご連絡をさせていただきます。また、自動振替のお手続きがお済でないかた

は、7 月末までに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 

特殊詐欺が前月比＋3 件、被害額 600 万円（累計 3800 万円）と増えています。十分ご注意くだ 

さい。七里ガ浜地区では犯罪発生はありませんでした。 

★加藤さんの駐在便り 

「特殊詐欺の被害が止まりません。手口も還付金詐欺や銀行などを装ったカード手交型です。七里ガ浜 

での被害はありませんが前兆電話は多いです。夏が近づくと性犯罪や不審者が多く見られます。安心せ 

ずに就寝時でも窓に鍵をかけましょう。」 

２． あなたのカードは狙われています 

カード盗：財布中の所持カードから一枚だけ盗み、発見を遅らせる手口が急増中です。 

・カード枚数は必要最小限に抑えましょう。盗まれたらすぐわかる管理を忘れずに。 

・使用明細は常にチェックしておきましょう。 

スキミング：スキマーと言われるカードの偽造装置を通すことによりカードが偽造されます。最近は 

近づいただけで内容をコピーできる装置も出てきています。 

・特に磁気ストライプ型のカードが偽造されやすいといわれています。できれば IC チップ型に変更し

ましょう。 

・店員にカードを手渡すタイプの店舗では、カードから目を離さずに。見えないところに持っていくな 
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ど不審な動きがあったらその時点で声をかけましょう。 

・暗証番号入力時は、覆いかぶさる、荷物や片方の手で隠すなど、他人の目や盗撮カメラなどを常に意 

識し、細心の注意をもって入力しましょう。 

３． 七里ガ浜小学校の校外委員からの「防犯パトロールのお願い」 

日頃、児童の安全についてご協力をいただきまして、ありがとうございます。さて、このところ幼い子供が 

いろいろな被害にあう事件が連続して起こっています。鎌倉市内におきましても、児童・生徒に対する悪質 

な犯罪が後を絶ちません。また、交通事故による被害も憂慮されます。学校・家庭・地域が連携して、こう 

した犯罪から子供たちを守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

不審な車や人物を見かけたら、すぐに警察と七里ガ浜小学校へご連絡ください！ 

鎌倉警察：Tel（２３）０１１０ 七里ガ浜小学校：Tel（３２）４１０２ 

＊保護者の方は、お子様が一人になる地点まで出迎えるとお子様も安心です。 

＊防犯ブザーが作動するかどうか、日常的に確認をしてください 

 
 
防災                            皆川、小野沢 

★鎌倉市ホームページに「鎌倉市防災情報マップ」が提供されていますので、昨年に続きお知

らせします。 

鎌倉市防災情報マップ」は、市民の防災意識の向上と災害時の的確な避難行動を考える 

ツールに利用していただくため、「津波」・「地震」・「洪水」・「内水」・「土砂災害」による 

災害ハザード情報と避難所や公共施設等の位置情報を個々に選択して表示できるシステ 

ムです。鎌倉市ホームページを閲覧可能な方は、防災情報マップの項目をご覧くださ 

い。（以下の URL または QR をご参照下ください。） 

https://www2.wagmap.jp/kamakura-hazard/Portal 

 
 

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２８日にクリーン大作戦 

緑のプロムナード清掃を行いました。雨天で延期になったにもか

かわらず多数の方々に参加していただき、ありがとうございまし

た。次回もよろしくお願いいたします。 

 登下校時刻にあわせて以下のご協力をお願いします！  
登校時間  （７：５０～８：３０）  
下校時間帯 （１３：２０～１６：００）  

  ※夏休みなどの長期休暇の日中 （７：００～１7：００） 
 

・ご自宅の玄関先のお掃除 ・窓越しやベランダでの見守り ・犬のお散歩 ・お買い
物 ・園児の送迎、会社出勤の際の見守り ・お洗濯物干し、取り込み・・・など 
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★5 月～６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 5-11-1    I 様邸外構工事    工期：2022 年 6 月～2022 年 7 月 外構工事 

・東 2-39-12  Y・M 様邸新築工事  工期：2022 年 6 月～2022 年 12 月 一戸建ての住宅 

 

 

商店会                               武内 

★商店会のお店に「夏祭り募金箱」を設置します。 
夏祭りへのあたたかいご寄付を賜れば幸いです。 

 

福祉                       太田、小松（眞）、保戸塚 

★感染症対策は従来通りお願いします。 

★いきいきスク－ル：７月２１日（第３木曜日）１０時～１１時 

のびのびストレッチ  田頭真貴子さん 

★いきいきサロン ７月２６日（第４火曜日）１３時３０分～１４時３０分 

夏を元気に乗り切りましょう❣ 熱中症予防対策  聖テレジア包括支援 宮崎保健士 

★写経 ７月２７日（第４水曜日）１３時３０分～１４時３０分 

   どなたでも、ご自由に参加できます。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。） 

★敬老の日のお祝いの申し込みを開始します。 

７月１日より申し込みを受け付けます。 

２０２２年（令和４年）９月１９日（敬老の日）までに、８０歳になられる方と現在８０歳以上の方に敬老 

の日のお祝いを差し上げます。 

お申込みは自治会受付に直接か、電話でお申込みください。電話：３１－５４８９ 

今年から予算縮小のためお祝い品は、一世帯につき一品とさせて頂きます。 

★赤十字募金にご協力ありがとうございました。 

集計した結果１４，３３９円でした。６月１５日に腰越支所に提出しました。 

★5 月 19 日いきいきスクール：楽しい指ヨガ 

手は人体の縮小版という考えを元に手のツボを刺激、心もリラックス、姿勢も良くなりいろんな

効果が感じられました。 

★5 月 24 日いきいきサロン：フォトフレームの制作 

個性的なフレームが沢山出来上がりました。 

 

 

 

 

 

●左：5/19 いきいきスクール 

   ヨガの様子 

●右：5/24 いきいきサロン 

   出来上がったフレーム 
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子ども会                        塚原、鈴木（美） 

★5/28 いるか公園＆緑/桜プロムナードのクリ

ーン大作戦 

総計 50 名ほどご参加いただき、落ち葉や草木がゴミ袋

60 個ほどになりました。ありがとうございました。今

後もご協力よろしくお願いします。 

 

★未来イラストコンテスト(〆切 7/8㈮)開催中！ 

七里ガ浜の未来を想像したイラストを大募集！ 

個性的なもの、真面目なもの、かわいいもの、なんでも

大歓迎！参加者全員にプレゼントがあります。詳しくは

チラシや子ども会ラインで♪ 

 

★夏祭り(8/20～21) 

スマートボール、かき氷、綿あめなどの子ども縁日を開催予定！いるか公園で待ってるよ♪ 
 

★子ども会 LINE 

夏休みラジオ体操の有無や、子ども縁日のお手伝い募集などは、決まりしだい子ども会

LINE で配信します。右の QR からお友だち追加よろしくお願いします！こちらから➡ 

 

 

行事体育                      鈴木（敏）・古谷・宮下 

★夏祭り ステージ出演者募集中！【〆切：7/8(金)】 

日時：8/20(土)、21(日) 各日とも 19 時終演 

申込資格：出演者の代表が自治会員であること 

出演料：1 組 2,000 円  

申込方法：出演申込書を、事務局窓口またはホームページより入手し、出演料を添え事務局

窓口までご提出下さい。受付は平日 10-16 時（12-13 時を除く）。 

かもめサロン                               

★かもめサロンは毎週水曜日 12 時から 16 時までオープンです。 

お天気の良い日もぐずついた日も、サロンで楽しく過ごしませんか？ 

また、悩みなどのご相談があれば、担当者が必要な所へお繋げします。 

初めての方も、是非足を向けてください。スタッフ一同、お待ちしています☆ 

★かもめサロンワークショップ再開第１弾『アロマオイルでつくる！安心虫除けスプレー』 

日時：7 月 12 日(火)  13：30 より   

講師：中島恵子さん(どんぐり工房) 

参加費：1000 円（お持ち帰りスプレー、お茶、お菓子代を含むます。） 

先着 15 名様までです。お早めにお申し込み下さい。 

申込は右記、自治会へお電話でお願いします。  電話：31-5489(自治会) 
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水道工事のお知らせ                            

老朽化した水道管を、地震に強い水道管に取り換える工事があります。通行規制や騒音・振動が予測さ

れますのでご承知おきください。 

 

期間：2022/6/14～12/16 （土日祝は休工予定） 

場所：東 4-20 付近一帯 

時間：9:00～17:00 ＊作業により、多少時間の変更があります 

問合せ（工事施工者）：(有)五葉工業 0467-33-0297 

 

2022年 7月 JULY 
日 行事等 日 行事等 

1（金） 正福寺公園清掃 10:00～ 20（水） かもめサロン 12:00-16:00 

3（日） 東 4 丁目公園清掃 8:30～ 

21（木） 

いきいきスクール 

10:00-11:00 

のびのびストレッチ 

6（水） かもめサロン 12:00-16:00 

10（日） 
東 5 丁目公園清掃 9:00～ 

あざらし公園清掃 10:30～ 22（金） 自治会だより配布 

11（月） 東 3 丁目公園清掃 10:00～ 23（土） つつじ公園清掃 10:00～ 

12（火） 

かもめサロンワークショップ 

13:30～ 

アロマオイルでつくる！ 

安心虫除けスプレー 

24（日） かば公園清掃  9:00～ 

26（火） 
いきいきサロン 13:30-14:30 

“熱中症予防対策” 

27（水） 
写経     13:30-14:30 

かもめサロン 12:00-16:00 13（水） かもめサロン 12:00-16:00 

15（金） 正福寺公園清掃 10:00～ 31（日） 自治会費納入〆切 

17（日） 
グリーンデイ  8:00～ 

うずら公園清掃 8:30～ 

 

・毎月第 3 日曜日はクリーンデイ一斉清掃です。今月は 7 月 17 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。） 

 
 

★ As a monthly activity, we ask you to please clean the area  
around your house and the promenade on the third Sunday of   
every month. Thank you for your cooperation. 

★The summer festival will be held on August 20th Sat. and 21st  
Sun. for the first time in three years. Fireworks display will be  
held on 20th Sat. starting from 20:00.  

            ★ Please cooperate in the collection of aluminum cans.  
The collecting station is behind the Autonomous Hall. 

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。 


