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１．七里ガ浜地区市民運動会 （行事体育）   10 月 9 日（日） 
 
前回は台風で中止となったため４年ぶりの開催となります。午前中のみと規模を縮小して実

施。綱引きや鈴割など密になる競技は中止しますが、小学生の「ふうせんすくい」など 12 種

目の競技が予定されています。 

 

２．鎌倉市民駅伝競走大会 （行事体育）    10 月 16 日（日） 
 
七里ガ浜小学校（スタート・フィニッシュ）を中心に、ほぼ自治会地区をコースとして開催さ

れます。男子・女子・小学生の部門別で競技が行われます。 

健脚の皆様ふるって参加願います。住民の皆様、応援よろしくお願いします。 

 

３．七里ガ浜ハロウィン（子ども会） 
 

10 月中旬頃より、自治会周辺をハロウィンの看板などでデコレーションします。 

昨年と同様、お菓子のプレゼントなどの企画がありますので楽しんでください。 

 

４．文化祭開催 （生活文化）         11 月 5 日(土)・6 日(日) 
 
秋の作品展、音楽会などのほか、昨年より規模を拡大したフリーマーケット、参加型アートな

どの楽しい企画を用意します。 

 

５．「日本バレーの母」パヴロバ顕彰碑修繕の募金  10 月 13 日（木）まで 
 
七里ガ浜 1 丁目のバレースクール跡地の顕彰碑（1968 年建立）は、海岸に近いためアーチ

に錆・汚れが目立つ他、階段などにひび割れがあることから、修繕されることになりました。

市の予算で修繕しますが、募金も受付けています。鎌倉市が貴重な歴史的遺産と位置付けてお

り、地元にも近いことから、募金活動に参加いたします。自治会事務局に募金箱を設置してお

りますので、ご協力をお願いいたします。 

 

６．七里ガ浜町内会 龍口明神社秋季例大祭開催  10 月 2 日（日）9 時～ 
 
子ども神輿・山車・お囃子の巡行（11 時～12 時）などが予定されています。 

 

★The Shichirigahama Sports Day will be held on Sun. October 9th. Check the attached sheet for details. 
★Kamakura Citizen Ekiden will be held on Sun. October 16th. 
★Halloween decorations will start from the middle of October. There will be Halloween treats giveaway for kids. 

For further information, check our next Jichikai News. 
★The Autumn Festival of Shichirigahama will be held on Sat. November 5th and Sun. November 6th. 
★We are raising funds to repair the monument of Ms. Elena Pavlova, regarded as “the mother of Japanese 

ballet”. The donation box is placed inside the Jichikai-kan until Thu. October 13th. 
★Ryukomyo-jinja Shrine’s autumn Annual Festival (Reitai-sai) will be held from 9 am, Sun. October 2nd, at the 

Shichirigahama Chonai-kai (the building in front of Shichirigahama Station).  
 

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/ 
メールでのお問合せ 7jichikai@jcom.zaq.ne.jp 

 

発行 七里ガ浜自治会 
〒248-0025 
鎌倉市七里ガ浜東 4-1-4 

TEL 0467-31-5489 
FAX 0467-31-5516 第 6 号 

2022 9 七里ガ浜自治会だより 
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防犯                          亀田・鈴木（康） 

★鎌倉地区犯罪発生状況 

全体では自転車盗が増えています。特殊詐欺では新たな手口が出てきていますのでご注意ください。七里

ガ浜地区では犯罪の発生はありませんでした。  

 

★特殊詐欺で新たな手口も！コロナ関連詐欺にもご注意 

①警察官なりすまし 

「警察の者ですが」と名乗って訪問し、「お宅の家のお札に偽一万円札が混じっている可能性がある。お金

を見せてほしい。」と言って現金をだまし取る手口です。鎌倉山で多額の被害が発生しました。こういう場

合は、制服や身分証明書（警察手帳）に「神奈川県警察」のロゴが入っているか確認し、警察手帳は必ず

手に取って顔写真と本人を見比べてください。中には「警察手帳」と書いてあるおもちゃをチラッと見せ

るだけの犯人もいます。警察官が現金やキャッシュカードを確認することは絶対ありません。必要以上の

現金は自宅に置かないようにしましょう。 

②コロナ関連詐欺 

「コロナで医療費の還付がある」「給付金がある」「検査キットを送る」などと言っ

て、個人情報を取得したり、巧みに ATM まで誘導するなどの手口です。 

電話での特殊詐欺には「特殊詐欺防止電話機」が非常に有効です。犯人は証拠が残る

「音声録音」を一番嫌います。6000 円～10000 円で購入できますので是非ご利用

ください。鎌倉市の補助制度もあります。200 台限定のうち、9 月１日現在で申請は

60 台です。70 歳以上の鎌倉市在住の方に購入価格の三分の二（上限 6000 円）が補助されますのでお

早めに。 

 

★迷惑駐車はご法度 

付近の住宅の車両の出入りに邪魔になるかどうかを顧みず、路上に長時間駐車

される車両に大変迷惑している方がいらっしゃいます。駐車禁止の道路ではな

くても「ここに車を止めたらご近所の迷惑にならないか」をよく考えて車を止

めてください。やむを得ず路上駐車する場合は自治会で発行している「防犯ス

テッカー」などを利用して「必ず連絡先（氏名、電話番号等）が分かるものを

車に表示する」ようにして下さい。 

 

防災                            皆川・小野沢 

★災害用伝言板（web１７１）について 

災害発生時に、被災地の方の安否を気遣う通話が増加し、被災地への通話がつながりに

くい状況になった場合に提供されるサービスです。普段は提供されていませんが、電

話、携帯電話がつながらないような場合にご活用ください。 

https://www.web171.jp 

なお、体験利用できる日がありますので、事前に体験しておくことをお勧めします。 

体験可能日時：毎月１日、１５日、0:00～24:00 
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環境                          中村・齊藤・伊達 

★先月 NHK 番組で鎌倉の自然が特集されていました。 

人間がリスに餌付けをする、リスが増加、天敵のフクロウも増加という傾向にあるそうです。リスは皆さま

のお宅にも現れるかもしれませんが、餌付けせず、かわいい姿の観察に留めましょう。(リスや野鳥等の野生

動物による被害の軽減と、野生動物の適正な保護管理のため、餌付け行為はやめましょう。鎌倉市 HP より) 
 
 

★８月～９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３－２４－５  A 様邸新築工事   工期：２０２２年９月～２０２３年２月 一戸建ての住宅 

・稲５－３６－５  N 様邸新築工事   工期：２０２２年１０月～２０２３年３月 一戸建ての住宅 
 

福祉                       太田・小松（眞）・保戸塚 

★コロナの感染が増えて来ています。銘々、感染予防対策を徹底して行いましょう！ 
 

★いきいきスク－ル：１０月２０日（第３木曜日）10 時～1２時  

後期開講式 会長挨拶 

今回のいきいきスク－ルは、社会福祉協議会の主催による「サロンへのお誘い」となりま

す。その為、終了時間が変更になります。 

「脳と頭の愉快な体操」  講師 広池とし江さん（介護予防機能訓練士） 

頓智の効いたクイズと体操でリフレッシュしましょう‼ 

※後半にはコーヒ－タイムを設け、自由にお話したりゆっくりした時間をお愉しみ下さい 

※参加人数把握の為、ご参加下さる方は自治会受付にお申込み下さい。（定員 10 名程度） 

電話：３１－５４８９ 
 

★いきいきサロン：１０月２５日（第４火曜日）13 時 30 分～14 時 30 分 

第２回スマホ教室   講師：スマ－トタウン推進委員方々（全員自治会員です） 

スマホは持っているけれど操作が分からない事がある、前回出席したけれどもっ

とよく知りたい、こんな時はどうすんだろう？様々な疑問や操作方法など、お友

達やお子さんに教えて貰う気軽さで習う事が出来ます。今回が初めての方、前回

参加した方、年齢制限なしでどなたでもお申込み出来ます。 

参加ご希望の方は自治会受付にお申込みください。電話：３１－５４８９ 
 

★写経：１０月２６日（第４水曜日）13 時 30 分～14 時 30 分 
 

★赤い羽根共同募金が１０月１日(土)より始まります。  

自治会館事務所受付に募金箱を設置します。募金活動にご協力お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 月 18 日 フラダンス初めての方も音

楽に合わせて、心地よく体を動かされて

いました。 

8 月 23 日 エンディングノートの書き方： 

身近な事柄を交えての話に熱心にメモを取ら

れていました。 
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子ども会                        塚原・鈴木（美） 

★夏祭り子ども縁日へのたくさんのご来場ありがとうございました。 
 

★未来イラストコンクールへのご応募ありがとうございました。 

応募された皆さま、参加賞をお受取りください。 

・自治会館の窓口にて〜10/31 まで（平日 10:00～12:00/13:00～16:00） 

・「応募時のお名前」をお伝えください 
 

★10 月のハロウィンではプロムナードのデコレーションとお菓子のプレゼントを       

企画しております。詳細は子ども会公式 LINE でお知らせいたします。 
 

★子ども会 LINE 

子ども会 LINE 公式アカウントはこちら。子育て世代でない方もご参加いただけ 

ます！右の QR コードからお友だち追加よろしくお願いします！ 

（直近の配信例：七高花火の打ち上げ日時など） 

 

行事体育                      鈴木（敏）・古谷・宮下 

★夏祭りのダイジェスト動画を You Tube の公式チャンネルにアップしましたので是非視聴く

ださい(右記 QR コード)。良ければ、いいね評価とチャンネル登録をお願いします！ 
 
★七里ガ浜地区市民運動会の開催案内 

日時：2022 年 10 月 9 日（日） 8:30〜12:00 

場所：七里ガ浜小学校校庭 ※雨天時は中止 

詳細は別紙プログラムをご参照ください。 
 
★鎌倉市民駅伝競走大会 の開催案内 

日時：2022 年 10 月 16 日（日）7:30 受付開始、8:45 スタート 

   ※荒天の場合中止 

(申し込みは鎌倉市陸上競技会 HP 参照・9/26 まで) 
 

生活文化                          作佐部・田中 

★11 月５日/６日「Autumn Festival of Shichirigahama 2022」を開催 

秋祭りを開催予定です。今回は「アート作品展示」「音楽祭の開催」の他、「フリーマーケット出展」の募集

も新たに行います。 

詳細は別紙「Autumn Festival of Shichirigahama 2022」をご覧ください。 
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３R                     石川・清水・郡司・中村（禮） 

★夏祭りフリーマーケットへのご協力のお礼 

猛暑の中、物品をお運び下さいました会員の方々に深く感謝申し上げます。二日間の売り上げは 

5 万 80 円となりました。収益金は自治会の活動費に充当させていただきます。 

 

★秋の文化祭でのフリーマーケット 

3 R では秋の文化祭でのフリーマーケット出展を行います。今回は洋服（男性用のスーツ除く）、食器類、

雑貨などご寄付をいただきたいと思います。物品の受付は 10 月 11 日（火）から 24 日（月）までです。 

多数の方々のご協力をお願いいたします。 

 

かもめサロン                               

★かもめサロンは水曜日の 12 時から 16 時まで毎週開催しています。 

 

★夏祭りにて販売した〝 Shichirigahama Ethical Soap〟は、お陰様で予定数をはるかに超 

える数をお買い上げいただきました。ありがとうございました。 

地域の皆様の環境保全への意識の高さが伺えたと、一同感謝致しております。中根麻利さんによるかわ

いいパッケージも一役買ったと思います。現在、次回文化祭にて再度販売すべく、サロンで作製中で

す。ご一緒に作製されたい方、募集中です。ご連絡ください。また、かもめサロンの FB(Facebook)

もどうぞご参照ください。 

9 月、10 月連続予定の北村光世先生による「オリーブオイルとハーブでシンプルクッキング」ワーク

ショップは、多数の方にお申込みいただき定員に達しました。ただ、再度行ってもよいという先生のご

厚意がありますので、まだご興味のある方はお申し出ください。 

 

かもめサポート                              

★かもめサポート紹介 および サポーター募集（コーディネーター 竹内、太田、小永井） 

自治会員のための、ちょっとした お手伝い・お助け 有償ボランティア サポートグループです。 

ご高齢の方、子育て中などで 手が回らない方等、状況をお聞きして相談させていただきます。 

基本 ３０分 ５００円  人数と要した時間で計算します。 

〈サポート例〉 

〇庭の手入れ 雑草取りや低木の剪定    

コーディネーターが下見、打ち合わせをして人数 時間をご相談します。  

参考① １人２時間 合計２,０００円   参考② ３人３時間 合計９,０００円 

〇照明などの交換 地元で購入可能電球なら購入して、簡単な交換なら 1 回 ５００円〜 

〇家具の移動など 

他にも 自分ではできなくなってしまったことなど、お気軽にご相談下さい。 

※自治会員の皆様 かもめサポートの仲間募集中。最近は庭の手入れのご依頼が多いので、 

庭いじりの好きな方、達成感のあるお仕事です。 

申し込み：自治会事務局 電話：３１－５４８９ 
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スポーツ推進委員                          桜井 

★グラウンドゴルフ とボッチャ報告 

９月１０日 七里ガ浜小学校にて スポーツ振

興会主催のグラウンドゴルフとボッチャを行

い 11 名の方に参加頂きました。秋晴れの中 

グラウンドゴルフは ナイスショットが沢山、

初めてのボッチャは 町内会の経験者の方々が

リードして下さり楽しい時を過ごせました。１０月２９日(土)は駅前 町内会館で椅子ヨガです。 
 

その他                                   

★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、下記担当部署に直接ご連絡ください。自治会を経由するよ

りも時間短縮につながります。 

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 で道路の損傷等が通報できます 

「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

は、スマートフォンの「LINE」アプリから速やかに通報できます。 QR コードからお友

達登録しておくと便利です。 

2022年 10月 OCTOBER  
1 土 正福寺公園清掃  10:00～ 17 月 東３丁目公園清掃 10:00～ 

2 日 東４丁目公園清掃 8:30～ 19 水 かもめサロン 12:00～16:00 

5 水 かもめサロン 12:00～16:00 20 木 
いきいきスクール  

10:00～12:00 

9 日 
東５丁目公園清掃 9:00～ 

あざらし公園清掃 10:30～ 

23 日 かば公園清掃 9:00～ 

25 火 いきいきサロン 13:30～14:30 

12 水 かもめサロン 12:00～16:00 
26 水 

かもめサロン 12:00～16:00 

写経 13:30～14:30 15 土 正福寺公園清掃 10:00～ 

16 日 

クリーンデイ 8:00～ 

うずら公園清掃 8:30～ 

つつじ公園清掃 今月は無し 

28 金 自治会だより配布 

   

★東 3 丁目公園清掃は第 2 月曜が 10/10(祝)でお休みのため 10/17(月)に実施します。 

★来月から紙面の都合上、スケジュール掲載が簡素化されます。ご了承ください。 

 


