
 2022 年（令和４年）07 月 

 1 / 6 
 

                                                           

                                                              

 
 
 

 
 

 
 
 
１． 夏祭り：8 月 20 日（土）・21（日） 

いよいよ第 45 回夏祭りが始まります。 

・今年は『おかえり、七里の夏祭り！！』がスローガンです。 

・子ども縁日、ステージでの演目、七里ガ浜おはやし会、神輿保存会による子ども神輿の

巡行など、子どもたちの思い出に残せるような夏の行事にしたいと思います。 

・皆様ご一緒に明るく元気な夏祭りにしましょう。 

・マイ皿・マイ箸・マイカップ・マイ容器などの持参にご協力お願い致します。 

・ごみは出来るだけ自宅に持ち帰えるようお願いいたします。クリーンステーションは 

「いるか公園」1 個所のみです。 

   ・夏祭り会場内へのペット同伴でのご来場はご遠慮ください。 

   ・駐輪スペースに限りがある為、自転車、バイクでのご来場は極力控えてください。 
 

２． 打ち上げ花火も予定：8 月 21 日（日）午後 8 時から 

場所  七里ガ浜高校  （4 自治会・町内会共同開催） 
 

３． 夏休みが始まりました。 

充実した日々を送り、無事故で楽しく過ごしましょう。 

・健康や安全に気を配り、自然に親しみ、心と体を鍛えよう。 

・やってみたいことを見つけ、自分のカで取り組もう。 

・地域の行事などに、積極的に参加しましょう。 
 

４． 未来イラストコンクール：〆切：8/4（木） （子ども会） 

七里ガ浜の未来を思い思いに描くコンクールを開催中です。 

詳細は自治会ホームページ、子ども会 LINE アカウントをご確認ください。 
 

５． 七里ガ浜町内会 子ども夜店 

「思い出サマーフェスティバル 子供夜店」 

8 月 7 日（日）１７時～１９時 

田辺公園（七里ヶ浜駅手前） 

 

６． 8 月の自治会館開館時間等について 

・事務局夏季休み：8/6 (土) ～8/12(金) 会館利用の方は事前に鍵を借用してください。 

・貸室停止期間  ：8/20(土) ～8/24(水) 

 

今月のトピックス 

News from Shichirigahama Town Community 
Since 1968 

ホームページ http://residents.7rigahama.com/ 
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防犯                           亀田・鈴木（康） 

★鎌倉地区犯罪発生状況 

１．全体では減少傾向にありますが、相変わらず市役所を名乗った「医療費」

や「介護保険」還付金詐欺の予兆と見られる電話が多発しています。ご注

意ください。「ＡＴＭ」で還付金が帰ってくることは絶対ありません。 

２．七里ガ浜地区 

＊人身事故発生：東 4 丁目でトラックとオートバイによる人身事故が発生

しました。「ちょっとそこまで」でも油断せずに安全運転を心がけましょ

う。 

＊強盗発生：腰越地区で強盗が発生しました。夏でも窓の開け放しは危険です。 

お風呂場や勝手口の施錠も確認する習慣をつけましょう。 

３．窃盗等の被害にあわない為に 

＊ご自身で：留守中に入り込む「空き巣」、就寝中に狙われる「忍び込み」、開いているところから

押し入ってくる「強盗」などの被害を防ぐ最大の力は自分自身の「注意力」です。「暑いから窓を

開けて寝よう」「ちょっとそこまでだから鍵はいいだろう」などの「油断」が被害を招きます。

「この窓は開け放しでも安全か」「施錠は確認したか」などご自身のチェックリストを作成して点

検しましょう。 

＊地域の力で：犯人が一番怖いのは「他人の目」です。地域の皆さんのパトロールが大きな抑止力

になります。是非地域のパトロールに気軽にご参加ください。 

―詳しくは別添のチラシでー 

 

防災                            皆川・小野沢 

★要支援者事業について 

防災協力員の募集を 6 月末で締め切り、今回新たに 7 名の方から申し込みを頂きました。お申し込み

ありがとうございました。防災協力員は合計 239 名となりました。要支援者は 321 名です。これか

らマッチングリストを作成し、各世帯に配布予定です。 

 

環境                          中村・斎藤・伊達 

★7/30（土）10:00～子ども会がイルカ公園と桜のプロムナード清掃を行います。 

ご協力頂ける方は自治会館においで下さい。雨天中止で次回は未定です。 

★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。 

★庭木、生け垣が隣地や道路にはみ出しているお宅が見受けられます。適時剪定、伐採して頂く

ようお願いいたします。 
 

商店街                               武内 

★商店会のお店に「夏祭り募金箱」を設置しております。 

 夏祭りへのあたたかいご寄付を賜れば幸いです。 
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福祉                       太田・小松（眞）・保戸塚 

★感染者が再び増加し始めています。感染対策を徹底して予防に努めましょう。 

★いきいきスク－ル： ８月１８日（第３木曜日）10 時～11 時  

みんなでフラダンス  郡司順子さん 

フラのスカ－トを身に着けてハワイの気分で踊りましょう❣ 

★いきいきサロン： ８月２３日（第４火曜日）13 時 30 分～14 時 30 分 

  エンディングノートの書き方 鎌倉介護支援機構 木内馨さん 

ご自分の為に、ご家族の為に、これからの事や伝えておきたい事など、

書き残したいことはありませんか？ 

なお、鎌倉支援機構独自制作のエンディングノ－トを一冊４００円で、

希望者にはお分けすることができます。 

★写経：今月はお休みです。 

 

♡敬老の日のお祝いの申し込み受付中！ 
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。去年お申込みをされた８０歳以上

の方もお申込み下さい。申し込み最終日は８月１５日（月）までになります。 

申込みは自治会受付に直接か、お電話でお申込み下さい（電話：３１－５４８９） 

尚、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みらいふる                             岩澤 

★新しいサークルが出来ました。皆さま覗きに来て下さい。一緒に楽しみましょう！ 

・ハーモニカ  第 2 水曜日  10:00-11:45 

・ウクレレ   第 2・第 4 金曜日  10:15-11:45 

活動場所は、共に自治会館２階です。 

 

6 月 16 日(木)ヨガで心身を強化

し、スッキリと整えました。 

6 月 28(火)「鎌倉殿の 13 人」ドラマ

を一層楽しむために。たくさんの史料、

身近な歴史的話題をまじえての講演でし

た。 
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★第 45 回七里ガ浜夏祭りに参加して「みらいふる・お休み処」を作ります。 

【日時】8 月 20 日(土)・21 日(日) 13:00～ 

♡夏祭りの折にお顔を見せて、おしゃべりでもしていってください。 

♡星野峯子さんの手作りぬいぐるみ・他も販売予定です。 

 

子ども会                        塚原・鈴木（美） 

★未来イラストコンクール【〆切：8/4（木）】 

七里ガ浜の未来を思い思いに描くコンクールを開催中。夏祭りの表彰台に乗るのは誰だ！？詳細は自治会ホ

ームページ、子ども会 LINE アカウントから。 
 

★夏祭り【別添参照】 

・子ども神輿(みこし)巡行：七里ヶ浜神輿保存會に主導いただきます。お神輿をかつぎ夏の思い出を作りま

しょう。アイスクリームや飲料も用意しています！ 

 別紙 夏祭り広報第 2 号「子ども神輿巡行」(最終ページ左下) の日付が間違っておりました。 

以下の通り訂正いたします。 

✕ 21 日 15:35 集合・16:00 出発 → 〇 20 日 15:35 集合・16:00 出発 

✕ 22 日 15:05 集合・15:30 出発 → 〇 21 日 15:05 集合・15:30 出発 

・子ども縁日：スマートボール、綿あめ、かき氷など出店致します。かえでパパスブースもお楽しみに！ 
 

★子ども会 LINE 

子ども会 LINE 公式アカウントはこちら。右の QR からお友だち追加よろしくお願いし

ます！ 

〜7/30 (土)10:00～ いるか公園清掃も参加してね〜 

 
 

行事体育                      鈴木（敏）・古谷・宮下 

★夏祭り関連情報 

１．子ども向け企画として "ビーチサンダル飛ばし大会”を実施します！ 

土曜日、日曜日のお昼過ぎにステージ前集合です！奮ってご参加ください。 

参加する方は、やわらかい素材のビーチサンダルを履いてきてください。 

※詳しくは広報誌第 2 号をご覧ください。 

２．新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）への対応 

○「政府・自治体」から鎌倉市への「発令有無」により開催規模を変更します。 

詳細は、自治会ホームページにて案内します。 

・A 発令無：コロナ対策を徹底のうえ通常開催 ※具体的な対策は広報誌第２号を参照 

・B まん延防止措置等重点措置の発令：出店とステージを中止 ※子ども縁日と花火は開催の可能性あり 

・C 緊急事態宣言の発令：原則中止 ※花火のみ開催の可能性あり 

３．夏祭りの電子決済の初導入について 

○コロナ対策として電子決済を導入します。 

出店でのチャージはできないため、事前に Web・西友（楽天 Edy に限る）・コンビニエンスストア・駅

などでチャージをお願いします。 ※使用できる決済方法は、広報誌第２号を参照 
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３R                     石川・清水・郡司・中村（禮） 

★第１回クリーンステーション巡回の報告 

【日時】６月 24 日(金) 晴天  【地域】3 丁目と稲村ガ崎の一部 

【状況】当日はダンボール、紙類、布類の回収日でしたが、ガムテープでまとめている方や、ダンボールの

箱をつぶさずにその中にまとめてダンボールを入れて出している方がいらっしゃいました。 

【ルール】ダンボールはきちんと紐で束ねる 

♡皆様のひと手間が集積する方たちの時間の短縮につながります。ステーションは皆様の大切なゴミ出し場

です。ルールを守って常に清潔に心がけてください。 
 

かもめサロン                               

★かもめサロンは毎週水曜日・通常通りの開催です。（12 時から 16 時まで） 

★7 月のワークショップのご報告 

天然の精油で作る安心虫除けスプレーでした。経験豊かな中島惠子講師のお話と自分好みの香りの精油(アロ

マオイル)を使った虫除けスプレーは、生活の知恵と癒しと虫除けのトリプル効果がありました！下記写真は

当日の楽しい様子です。 

8 月のワークショップはお休みして、9 月から本格開始致します。皆様、ぜひご期待ください。次号のたよ

りでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

★夏祭りにブースを出します 

珊瑚礁の使用済み油を再利用した、油汚れ落ち抜群の手作り石鹸を販売します。かもめサロンのブースに、

ぜひお立ち寄りください！ 
 

テニスクラブ                                

★夏休み子どもテニスを開催します。専属コーチが教えます! 初心者も OK!!  

ご参加をお待ちしています。 

【日時】8/27(土)15:00～17:00 @七里ガ浜テニスコート 

【参加費】無料  【人数】25 名～ 

【持ち物】ラケット（ない人には貸し出しあり）スニーカー、タオル、帽子、水筒 

【申込方法】テニスコートクラブハウス内に用紙が貼り付けてあるので、そちらに記入してください。 
 

七里ガ浜地区スポーツ振興会                     桜井 

★ ７月９日 七里ガ浜地区スポーツ振興会主催のグラウンドゴルフが 

七里ガ浜小学校で行われました。 

参加は数名でしたが、楽しい時間を過ごせました。 

★ ９月に、グラウンドゴルフと 体育館でボッチャを予定しています。 
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2022年８月 AUGUST  
 

日 行事等 日 行事等 

1（月） 正福寺公園清掃 10:00～ 17（水） かもめサロン 12:00-16:00 

３（水） かもめサロン 12:00-16:00 

18（木） いきいきスクール 

“みんなでフラダンス” 

10:00-11:00 

６（土） 事務局夏季休み（～8/12 迄） 20（土） 夏祭り    別紙参照 

７（日） 東４丁目公園清掃 8:30～ 21（日） 夏祭り    別紙参照 

クリーンデイ  8:00～ 

うずら公園清掃 8:30～ 

10（水） みらいふる：ハーモニカ 

10:00-11:45 

かもめサロン 12:00-16:00 

23（火） 

 

いきいきサロン 13:30-14:30 

“エンディングノートの書き方” 

24（水） かもめサロン 12:00-16:00 

12（金） みらいふる：ウクレレ 

10:15-11:45 

26（金） みらいふる：ウクレレ 

10:15-11:45 

自治会だより配布 

13（土） 第 5 回理事会 27（土） 子どもテニス 15:00-17:00 

14（日） 東５丁目公園清掃 9:00～ 

あざらし公園清掃 10:30～ 

28（日） かば公園清掃  9:00～ 

15（月） 正福寺公園清掃 10:00～ 31（水） かもめサロン 12:00-16:00 

自治会費納入〆切 

 
・毎月第 3 日曜日は、クリーンデイ一斉清掃です。今月は８月２１日（日）です。 

・東３丁目公園清掃、8 月は休みです。次回は９月１２日（月）です。 

・つつじ公園清掃、8 月は休みです。 

・東 2 丁目公園清掃は、各自都合の良い日時で参加お願いします。（通常 8 時～1 時間程度） 

 

 
★The summer festival will be held on August 20th (Sat) and   
21st (Sun). Fireworks display will also be held on 20:00, 
August 21st. For more information, please check the 
summer festival flyer. 
★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。 

貸 

室 
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止 


