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本当におめでとうございます。 

中村禮子さん（東 5） 鎌倉社会福祉協議会特別表彰 (11/16) 
民生委員児童委員として 20 年以上在職（21 年７期継続） 

出村昌子さん（東 4）神奈川県老人クラブ連合会理事表彰 (12/1) 

多年にわたり老人クラブの発展に尽力、県庁舎にて表彰式 

文化祭開催！（生活文化） 

11 月 5・6 日（土・日）開催の文化祭は絵画・書など数々の作品を出展頂き、 

有難うございました。晴天にも恵まれ入館者は 400 人以上を超え、恒例のおはや

し会、小さな音楽会、3R フリーマーケットなどの出店のほか、新たに「みんな

de フリーマーケット」、青空落書き帳なども加わり、誠に盛会の 2 日間でした。 

自主防災訓練  11 月 13 日（日）（防災） 

七小ブロックの防災訓練は最寄りの公園に集合。ご近所の方と挨拶を交わし、防災

倉庫の確認後七小に移動。「避難所生活」がテーマで人目を避けるパーティション・

簡易トイレ等の紹介を交えた講習、校庭で放水体験や消防車との記念撮影、防災倉

庫の備蓄食料の確認、校庭下の貯水槽の紹介などがあり有意義な防災訓練でした。

参加記念に優れもののリュックで背負える 6ℓ飲料水専用給水袋が配られました。 

自治会の法人化（鎌倉市長の告示による認可地縁団体化） 

七里ガ浜自治会はより効率的かつ近代的な運営を目的とし、令和 5 年度に法人格を

取得するために、必要な手続きを進めることにいたしました。 

現在は各種の登録・契約が自治会名義では認可されませんが、法人化により認可さ

れ、諸手続きの簡素化が図れます。 

来年 4 月の総会の議題とし、採決を図る予定です。別紙もご覧ください。 

どんど焼き・新年を祝う会開催予定  1 月 8 日（日） 

どんど焼きはコロナ禍でも継続していましたが、今年は 3 年ぶりに「新年を祝う

会」も実施することにしました。新年会は夏祭りや文化祭に並ぶ大切な年中行事と

考えており、コロナ対策の観点から通常の会館内での開催に替え、「いるか公園」に

テントを設置し、屋外での、しかも時間も短縮した新年会とし開催します。 

会員の皆様、ぜひお誘い合わせておいでください。 

 

Autumn Festival of 

Shichirigahama 2022 Evacuation drill was held on November 13th. 
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 ■Autumn Festival of Shichirigahama 2022 には大勢の方に来場 

頂きました。関係者一同感謝申し上げます。（生活文化 作佐部・田中） 

右の QR コードから文化祭の模様をご覧頂けます。 

３R フリーマーケット（３R 石川・清水・郡司・中村（禮）） 

文化祭はお天気に恵まれ、フリーマーケットも無事に終了することが出来ました。 

会員の皆々様には、多くの品物をご寄付願いご協力を頂きました。又、多数の 

方々に足を運んで頂きましたことを深く深く御礼を申し上げます。 

２日間の売上 203,245 円は、自治会活動に使用させていただきます。 

紙面をお借りしまして、スタッフの皆様、又その他の方々の力強いお力を 

借りましたことを感謝申し上げます。 

   

■子ども会 （塚原・鈴木（美）） 

◆「いるか公園清掃&桜のプロムナードにお花を植えよう大作戦」開催！ 

(環境&子ども会コラボ) 

・12/10㈯13:00〜(雨天は 11㈰10:00〜に延期/子ども会ラインで告知アリ) 

いるか公園と桜のプロムナードをお掃除したあと、桜のプロムナード植込み内にお花を

植えて七里ガ浜を彩ります。どなたでも参加できます。 

※参加者全員にドリンク用意あり ※子どもには、子ども会ラインのクーポン提示で参加

賞あり(クーポンは 12/1 前後に配信予定) 

 
■福祉 （太田・小松（眞）・保戸塚）  

感染予防に努めて行います。 

＊いきいきスク－ル １２月１５日（木）１０：００～１１：００  

心爽やか伸び伸びヨガ 中里恵美子さん（ヨガインストラクタ－） 

冬に固くなりがちな心身を和らげましょう！ 

＊いきいきサロン  １２月２０日（火）１３：３０～１４：３０  

キャンディーレイ作りとクリスマス会 ビンゴ大会 

   参加費：２００円   

参加希望の方は自治会受付までお申込みください(３１－５４８９) 

＊写経 １２月の写経はお休みです。 

     

 

 

 

 

 

＊年末たすけあい募金が１２月１日から始まります。 

自治会受付設置の募金箱、ファミリーサロン サン、オーシャン美容室、山陽ランドリー 

髙山商店の４店舗に設置されている募金箱に募金をお願いします。 

例年の募金箱の回覧は行いません。 

 

*****「二十歳のお祝い」 ***** 

今年から成人のお祝いは「二十歳のお祝い」と名称が変わりました。 

お祝いのお申込みを受け付けます。２００２年４月２日～２００３年４月１日までにお

生まれになった方はお申込み下さい。申込の締め切りは 12 月 23 日（金）です。 

電話３１－５４８９ e-mail:7jichikai@jcom.zaq.ne.jp 

 

 

子ども会 LINE 

お友だち追加してね 

上：10/20 いきいきスク
ール 
「脳と身体の愉快な体操」 
 
下：10/25 いきいきサロ
ン「スマホ教室」 
少しずつ操作に慣れてき
ました。 
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■環境 （中村・齊藤・伊達） 

薪ストーブは、近隣に煙・臭いでストレスをかけます。その点に十分に留意して使用 

しましょう。 

1２月１０日プロムナードの清掃、花苗の植栽を行いますのでご参加お願い致します。 

時間などは子ども会のお知らせをご覧ください。 

 

■１０月～１１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） 

 
 

■防犯 （亀田・鈴木（康）） 

1. 特殊詐欺に厳重注意 

七里ガ浜地区で特殊詐欺が 2 件発生しました。十分ご注意ください。 

 ・医療費、保険金の還付の話が電話であれば還付金詐欺 

 ・息子や孫からの電話で「お金が必要」はオレオレ詐欺 

 ・警察官や銀行関係者がキャッシュカードを預かることはない 

 ・ATM での電話はしない、させない 

 ・口座の暗証番号は絶対に他人に教えない 

 ・多額現金の自宅内での保管、タンス預金は非常に危険 

2. 自転車は「車」です。「車」と同じ安全運転を心がける事 

自転車は道路交通法上「軽車両」として扱われていますので「自動車」と同じ交通ルー 

ルが適用されます。常に「車を運転している」という感覚で運転しましょう。 

自転車に起因する交通事故は約 7 万件、そのうち安全不確認、一時不停止等による 出会

い頭の事故が５５％を占めます。 

自転車安全利用五則 

① 自転車は車道が原則、歩道は例外 

＊例外的に歩道を通行できる場合 

・自転車通行可の標識がある歩道  

・１３歳未満の子供 ・70 歳以上の高齢者 ・身体障害者 

・交通状況に照らして安全確保上歩道通行がやむをえないと認められるとき 

② 車道は左側通行 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認――安全ルールを守る 

飲酒運転・二人乗り・並び走行の禁止・夜間はライトを点灯 

⑤ 子供はヘルメットを着用――重症事故は転倒による頭部強打がほとんど。徹底を。 

＊自転車の交通ルール違反に対する取り締まりが強化されています。 

悪質な場合、赤切符が切られ刑事罰の罰金（最高 5 万円）が課されることもあります。 
 

住所 名称 工期 備考

東1-3-14 T様邸新築工事 22/11 〜23/4 一戸建住宅

東3-26-19 Y様邸新築工事 23/1〜23/7 一戸建住宅

東4-14-14 O様邸新築工事 22/11〜23/4 一戸建住宅

稲5-35-2 建売住宅新築工事 22/11〜23/4 一戸建住宅
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■かもめサロン （太田） 

文化祭でのエシカルソープ大好評。小学生のお子さんが、リサイクル、SDGｓという 

ことに非常に敏感で、子どもたちから環境を守りたいという意識を強く感じました。 

売り上げの 30%を十二所にある、アルペ難民センターに寄付いたします。 

◆かもめサロン ワークショップのお知らせ 

『いつまでも楽しく食べるために』  嚥下について学ぶ機会を持ちます。 

日時：12 月 7 日（水）10：30～11：50 かもめサロンにて 会費：300 円 

講師：幡中愛子さん（言語聴覚士） 

食べることをいつまでも楽しむために気を付けたいこと、また、もし呑み込みの 

機能が悪くなった時にはどうすればよいのかなど、高齢社会の中での喫緊の課題を 

取り上げます。 

嚥下食などの試食もあります。 
 

■パヴロバ顕彰碑復旧修繕のための募金 

自治会館に設置しておりました募金箱に集まった 8,050 円を鎌倉市へ寄付しました。 
 

■ 昨年まで自治会だより 12 月号と一緒に「年末年始のごみ収集スケジュール」を配布して 

いましたが、今年は広報かまくら 12 月号（12/1 発行）と一緒に全戸配布されます。 

 

■１２月のセミナー・イベント予定 

 

 

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。 

日付 名称 場所 内容 担当部

12/7（水）
10:30〜11:50

いつまでも楽しく食べる
ために

かもめサロン
嚥下について学びます
講師：幡中愛子さん
　　　（言語聴覚士）

かもめサロン
会費：300円

12/15（木）
10:00〜11:00

いきいきスクール 自治会館
心爽やか伸び伸びヨガ
中里恵美子さん
（ヨガインストラクター）

福祉

12/18（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

12/20（火）
13:30〜14:30

いきいきサロン 自治会館
キャンディーレイ作りと
クリスマス会・ビンゴ大会

福祉

12/26（月）自治会館全館清掃

12/27（火）〜2023/1/5（木）自治会館冬季休館

12/10（土）
13:00〜14:30頃

いるか公園清掃＆桜のプ
ロムナードにお花を植え
よう大作戦

いるか公園
桜のプロムナード

前半で落ち葉集め、後半でお
花植え。参加者全員にドリン
ク用意あります！

環境＆子ども
会コラボ企画


