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トピックス 

・七里ガ浜地区市民運動会 10 月 9 日（日） （行事体育） 

優勝！ 七里ガ浜東 2・４丁目   準優勝！ 七里ガ浜東 1・3・5 丁目  

大勢の方が参加し、七小グランドに歓声が響きました。 

   

・鎌倉市民駅伝競走大会 10 月 16 日（日） （行事体育） 

   子供から大人までの多くの選手達が七里ガ浜の街中を全力で駆け巡りました。 

 

・文化祭 Autumn Festival of Shichirigahama 2022  11/5（土）、6（日）（生活文化） 

小さな音楽祭（みらいふる七里ガ浜ウクレレ同好会出演決定）、秋の作品展、フリーマーケ

ットなども出店企画されています。皆様の日頃の成果を楽しく鑑賞させて頂きましょう。 

 

・自主防災訓練 11 月 13 日（日）（防災） 

七小ブロックの自主防災訓練を久しぶりに実施いたします。 

 

・令和 4 年度（2022 年度）上期監査終了（財務） 

五十嵐・瀧澤両監査役が１０月６日（木）に帳簿・銀行残高等の関連書類を精査し、適切に 

処理されていることを確認いたしました。 

 

・赤い羽根募金・年末たすけあい募金  10 月 1 日から１２月３１日。（福祉） 

コロナ禍以前は回覧で募金活動をしていましたが、感染防止のため回覧を中止し自治会館 

事務局窓口・商店会などの募金箱での募金活動になっています。 

そのため募金額が相当少なくなり、助け合いの志を、困っている方に少ししかお伝え出来 

ていません。ぜひ、募金活動にご協力をお願いします。 

 

・クリーンステーションについて（３R 推進委員） 

クリーンステーションは利用する住民の方々で話合って維持管理されています。 

市から委嘱された廃棄物減量化等推進員（3R 推進員）が、住民の方と市とのパイプ役として 

活動して下さっています。お困りの場合は推進員にご相談ください。 

自治会で推進員にお困りの方の連絡先をお伝えします。 

 

・薪ストーブご使用の方へのご注意（環境） 

薪ストーブの煙、臭いで住民の方より毎年沢山のクレームが寄せられています。 

ご近所に迷惑が掛からないよう十分に配慮をお願いします。 

 

七里ガ浜自治会だより 
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生活文化（作佐部・田中） 

Autumn Festival of Shichirigahama 2022 開催！  

11/5(土)、6(日) 10:00〜15:00   
今年の企画は盛りだくさんです。 

    例年好評のアート作品展、小さな音楽会、３R フリーマーケットに加えて 

    新企画として、一般募集のフリーマーケットも同時開催。 

    皆さまの参加をお待ちしています。 

防犯（亀田・鈴木（康）） 

■七里ガ浜地区の交通規制をご周知・徹底ください（加藤駐在より） 

 ①鎌倉山から七里ガ浜に降りてくる S 字坂 

  一方通行区間があります。５０cc 以上のオートバイ、車は上り通り抜けできません。 

    ②雨乞いの池前のヘビ坂 

      午前７：３０～８：３０は車、オートバイは通行止めです。規制時間厳守のこと。 

    ③その他 

  一時停止の道路表示が数多くあります。必ず停止し、停止は確実に。 

全国でも一番多い交通違反は一時停止義務違反です。 

運転手は止まったつもりでも、警官が見ると停止していないケースがほとんどとの 

ことです。特に下記の場所はご注意！ 事故発生現場です。 

   ＊5 丁目つつじ公園横（2 車線合流地点）の横断歩道前 

   ＊西友駐車場横・高山通り側と東通り側 

■フィッシング詐欺ますます巧妙に 

 9 月度の鎌倉市犯罪発生状況は、特殊詐欺が 2 件で被害総額は 1,850 万円でした。 

 相変わらず、市役所を名乗った医療費、保険金などの還付金詐欺の電話が多発していま

 す。IT に慣れた人ほど引っ掛かり易いと言われるフィッシング詐欺。手口がますます巧

 妙化。 

例：正規の URL からアクセスした更新手続きの直後に「エラーが発生しました。もう一  

度入力しなおしてください」と絶妙のタイミングでメッセージ、思わず入力し直した

ところ偽 URL で、個人情報を盗まれカードの不正使用につながってしまった。 

 クレジット会社、銀行等よく使う URL はブックマークし、必ずそこからアクセスす

るようにしましょう。使用明細のチェックもこまめに。     

防災（皆川・小野沢） 

1. 防災訓練を行います。ご家族、ご近所をお誘いの上、ご参加をお願いいたします。 

   日時：11 月 13 日（日）午前 8:45 最寄りの指定避難公園に集合 

公園での実施内容：参加者挨拶、参加者名簿に記名、防災倉庫の防災用品確認、倉庫の施錠    

9:40 までに七里ガ浜小学校体育館に移動 

（１） 七小到着後は七小ブロック自主防災スタッフの指示に従ってください。 

（２） 10：00 から挨拶 委員長、校長、総合防災課、消防団紹介 

（３） 訓練内容 

① 警戒レベル、避難等情報の発令について 

② 【避難所生活】 避難所の防災備品、備蓄食料の確保数や使い方、感染症防止対

策について （簡易トイレ模擬体験、サバイバルフーズ等作り方） 
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③ 【在宅難民生活】 家庭での準備、備蓄品について 

④ 校庭に移動【給水について】 

・消防団放水訓練見学、放水体験、消防車と記念撮影（子供用消防服） 

・飲料水兼用耐震性貯水槽の紹介、使い道等の説明 

・給水車からの給水方法（運ぶ、貯水するための給水用容器を利用した体験） 

・防災倉庫見学 

11：30 頃 終了 

2.   防災ラジオの有償配布 

購入ご希望の方は鎌倉市役所で購入ください。（自治会館に詳細のチラシございます） 

（１）購入できる方 市内在住者、市内事業者 

（２）条件 鎌倉エフエム（82.8MHZ）を受信できる方 

（３）費用 2,000 円 

（４）購入可能期間 2022 年 11 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日  

土日祝日を除く 10～12 時、13～15 時 

（５）購入場所 市役所第３庁舎２階総合防災課 

商店会（武内） 

引き続き桜のプロムナードの使用許可がおりました 

国土交通省が令和２年 11 月 25 日に法改正し、全国に推奨している 

「ほこみち制度」（国土交通省 HP 参照）にて、引き続き当商店街に 

よる桜のプロムナードの使用許可が 10 月 1 日付けでおりました。 

今まで同様、道幅３m の確保を厳守し、安全・整備・美化に努め 

使用させて頂きたいと思います。 

   

環境（中村・齊藤・伊達） 

落ち葉の季節。お隣やご近所に迷惑をかけない様、早めに庭木の手入れや剪定をしましょう。  

プロムナード等で破損しているベンチに気がつきましたら、自治会館までお知らせ下さい。 

福祉（太田・小松（眞）・保戸塚） 

「いきいきスクール」[11/17(木)10:00〜11:00]今月は、西窪美佐子さん（指ヨガインスト

ラクター）による楽しい指ヨガです。手全体を人の身体に置き換え、手のツボを刺激して身体 

の不調を整えるヨガです。不思議で楽しい体験ができます。 

 「いきいきサロン」[11/22(火)13:30〜14:30]は、第３回スマホ教室です。年齢制限なしで   

  どなたでも参加頂けます。定員 10 名。今年最後のスマホ教室です。 

 ＊参加希望の方は自治会受付（電話 31-5489）までお申込み下さい。 

 開催日時は次ページの予定表にも記載されています。 

 写経[11/2３(水)勤労感謝の日]はお休みです。 

 

 

 

 

 

 

商店会も子ども達と一緒に

Happy HALLOWEEN 

←左の写真 9/15 開催のいき

いきスクールです。美しい音色に満

たされた楽しいひと時でした。 

右の写真→ 9/27 開催のほぼ
．．

個別指導のスマホ教室の模様です。 



 4 / 4 
 

■11 月のセミナー・イベント予定 

 

 

 

 

 

■住民協定 

9 月〜10 月の 

申請・認可案件 

 

 

 

 

 

■9 月 16 日に第２回目の「クリーンステーションの巡回（東４、３１箇所）」を行いました。 

アイロン台（5 ㎝以上）や傘など３本以上が束ねられている以外は、ルールがきちんと守られ

ていました。クリーンステーションは、そこを利用する皆さま一人一人の責任で守られていま

す。（３R 石川・清水・郡司・中村（禮）） 

■かもめサロン 毎週水曜日の１２時から１６時まで開催しています。 

散歩のちょっとした休憩にお立ち寄り下さい。美味しい温かい飲み物あります。 

夏祭りで好評を頂いた、かもめサロン特製の珊瑚礁さんとコラボの『ethical soap』を文化 

祭で販売いたします。海の環境保全にも一役買う石けんをご利用ください。 

■自治会館のご利用をお待ちしております  会員の皆さまは、自治会館の会議室を有料でお使

い頂けます。各種サークル活動や各種教室にもご利用頂けます。詳細は自治会館まで。 

 

 

 

 

 

 

今月も「自治会だより」をご覧いただきありがとうございます。 

        11 月も楽しいイベントが盛りだくさんです。お楽しみに！！ 

・Cultural festival will be held on November 
5th and 6th . There will be mini music 
recitals, participatory art workshops, and 
more! Please check a flea market that will 
be held both days. 

・Evacuation drill will be held on November 13th. 
Please gather at a nearby park at 8:45. 

 

住所 名称 工期 備考

東2-15-8 K-Residence新築工事 22/9 〜23/4 一戸建住宅

東3-20-6 K様邸新築工事 22/10〜23/2 一戸建住宅

東4-7-3 H様邸新築工事 22/9〜23/4 一戸建住宅

東4-6-12 M様邸新築工事 22/10〜23/2 一戸建住宅

稲5-35-11 N様邸改修工事 22/9〜22/12 改修工事

東3-1-11 さらい様改修工事 22/10〜22/10 店舗・住宅

日付 名称 場所 内容 担当部

11/5（土）、
11/6（日）
10:00〜15:30

Autumn Festival of
Shichirigahama 2022
   -Market of ARTs-

さくらのプロムナー
ド
自治会館

文化祭
秋の作品展/小さな音楽祭/
フリーマーケット

生活文化/3R
子ども会

11/13（日）
8:45公園集合
　　〜11:30終了

防災訓練
8:45〜 最寄りの指
定避難公園集合
9:40〜七小移動

公園防災倉庫の確認
避難所生活について
在宅難民生活について　など

防災

11/17（木）
10:00〜11:00

いきいきスクール 自治会館
楽しい指ヨガ
講師　西窪美佐子さん
（指ヨガインストラクター）

福祉

11/20（日）
8:00〜

クリーンデイ 各自宅周辺の清掃 毎月第３日曜日に開催 環境

11/22（火）
13:30〜14:30

いきいきサロン 自治会館 第３回スマホ教室 福祉

かもめサロン　毎週水曜日　12時〜16時
11月の写経（毎月第４水曜日）は、勤労感謝の日のためお休みです


