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１１月号だよりのお詫びと訂正 
12/1 に神奈川県老人クラブ連合会理事表彰されました、出村昌子様のお名前が 
間違えておりました。申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。 

七里ガ浜自治会だより 

〒248-0025 鎌倉市七里ガ浜東 4-1-4  TEL0467-31-5489/ FAX0467-31-5516 
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⚫ 令和 4 年最後のだより 
 

会員の皆様の自治会活動へのご理解ご協力に感謝いたします。 

来る令和 5 年は卯年です。「辰巳天井、牛尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌は笑い、亥固

まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる」という言伝えがあります。 

兎には跳ねる特徴があり、景気が上向きに跳ねる、回復すると言われて縁起の良い年とし

て知られているようです。一段と大きく飛躍し輝ける年となりますよう、皆様のご多幸と

ご活躍を祈念いたします。 
 
⚫ いるか公園清掃と桜のプロムナードの花苗植え付け 12 月 10 日（土） 

 
いるか公園清掃とプロムナードの花苗の植え付けに沢山の親子が参加してくださいまし
た。パンジー、ノースポールなどの色とりどりの花々がプロムナードを彩っています。 

（子ども会、環境） 
 

⚫ どんど焼き  
 

1 月 8 日（日） 8：30～11：30 七里ガ浜小学校 校庭 

「松飾り、しめ縄」などお持ちください。 

なお、金属等は外してお持ちください。 
 

⚫ 新年を祝う会  
 

1 月 8 日（日） 13：30～15：00 七里ガ浜東いるか公園 
 

新年を祝う会を三年ぶりに開催します。 

自治会館に隣接する いるか公園で実施します。 

どんど焼きで焼いた焼芋や巨大福笑いなどの出し物もあります。 

会員の皆様、子ども達、歴代理事の皆様、お誘い合わせの上ぜひご参加願います。 

雨天や強風の場合は中止いたしますので、ご注意ください。 

中止の場合、会館前に掲示、ホームページ、子ども会 LINE にてお知らせします。 
 

⚫ 自治会の法人化の手続きとして名簿(案)作成依頼 
 

自治会は法人格取得のため、11 月の自治会だよりでお知らせした通り、個人単位の  

会員名簿（案）を事前に作成する手続きに入ります。法人化に賛同いただける方は、  

別途回覧する「構成員(会員)名簿への個人名のご記入をお願いいたします。 

地区委員の方に 12 月の自治会だより配布とあわせて「構成員名簿(案)作成のお願い」

の封筒を回覧して頂きますので、封筒内の名簿への記名にご協力をお願いいたします。 

なお、法人化は来年 4 月の総会の議題として、採決を図る予定です。 

 

 

今月のトピックス 
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■防災（皆川・小野沢） 
 

11 月 13 日、コロナ禍により二年連続中止になった防災訓練を三年

ぶりに実施できました。ご参加された方々にお礼申し上げます。 

避難先の七里ガ浜小学校では、市役所から体育館での避難生活の説明

を受け、消防団の放水訓練や水道局の給水車を見学しました。また、グランドの地下にある

貯水槽も見ることができました。 

今回参加できなかった方は、来年ご参加ください。なお、万が一の時は、自宅での備えが  

一番重要ですので、日頃から水や保存食、防災グッズの準備をお願いします。 
 

■防犯（亀田・鈴木（康）） 
 
●空き巣発生  稲村ガ崎で空き巣が発生しました。 
 
リビングの窓ガラスを割って侵入しています。空き巣の侵入手口では、ガラスを 

割っての侵入が無施錠に次ぎ二番目です。十分ご注意ください。対策は侵入されやすい場

所にある窓ガラスの強化です。今一度、「空き巣の目」になってご自宅の周りを見回り、

「自分ならここから入る」と思うところに、 

① 補助錠を付ける・二重ロックのクレセント錠にする。 

② ワイヤー入りの強化ガラスに変える 

③ ガラスの間に強化フィルムを挟んだ防犯ガラスに変える 

④ 手が入らないような格子を取り付ける      

等の対策をしましょう。 
 

       （加藤駐在から） 「師走に入りこれから犯罪が増えてきます。被害にあわないよう注

意していきましょう。プロムナード内のオートバイの乗り入れがありました。少しの

距離でも違反となります。ご注意ください。」 

 

●増え続ける特殊詐欺に新たな手口 
 
夫が海外出張に出発した当日の午前中 

「こちら千葉県警です。お宅の御主人が成田エクスプレス内で痴漢行為を働き拘留されて

います。」との電話。ここで電話を切り千葉県警に確認の電話をいれたので被害にあわずに

済みましたが、この後の流れは「弁護士に代わります」「〇百万で示談に応じるといってい

ます。」が予想されます。 

本人は飛行機の中なので連絡はつかず、あわてて要求に応じてしまうことがあるかもしれ

ません。手荷物のタグなど、個人情報が特定されやすいものは不特定多数の人の目につか

ないよう万全の対策をしましょう。特殊詐欺グループが鵜の目鷹の目で狙っています。 
 

■環境（中村・齊藤・伊達） 
 

・ 薪ストーブはお隣やご近所に臭い、煙で迷惑をかけています。 

使用する場合は、よく乾燥した、薪ストーブに適した薪を使い、 

燃焼状態に気を付ける等、十分に注意しましょう。 
 

・ 鎌倉市から花苗の配布がありました。 

大勢の方のご協力によりプロムナードを飾ることができました。 

清掃および植栽に参加して頂いた方にお礼申し上げます。 
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■福祉（太田・小松（眞）・保戸塚） 
 
＊コロナ、インフルエンザの感染防止にご協力お願いします。 

＊いきいきスク－ル １月１９日（木）１０時～１１時  
ストレッチとうきうきダンス 講師 田頭真貴子さん 

      ストレッチと楽しいダンスでリフレッシュしましょう！ 
 
＊いきいきサロン  １月２４日（火）１３時３０分～１４時３０分  

クラフトバッグ作り 材料費 ２０００円・定員１０名前後  
１月２４日、２月２８日、３月２８日の３回、 
３か月に亘って一つのバッグを完成させます。 
参加希望の方は、材料調達の為自治会受付にお申込み下さい。 
３１－５４８９ 申込み締め切りは１月１６日（月）です。 

 
＊写経  １月２５日（水）１３時３０分～１４時３０分  

２か月ぶりの写経です。皆様のご参加お待ちしています。 
 

■民生委員・児童委員の方のお知らせ 
須藤冨ゐ様、中村禮子様は 11 月末日で退任されました。長年のご尽力に感謝申し上げます。 
下記の皆さまがご担当となります。（★新任） 
 

氏 名 担 当 氏 名 担 当 

★米澤 美紀子 様 東１・2 丁目   百衣 由子  様 東 3 丁目 

 奥津 修一  様 東４丁目 ★森  伸子  様 稲５・東５丁目 

 奥村 栄子  様 主任児童委員（腰越地区） 
 

■かもめサロン 〜1 月は 11 日からとなります 〜 
 
嚥下についてのワークショップを行い、口腔ケアがいかに大切か伺いました。 
また、誤嚥した場合、お茶で飲み込むのではなく、再度自力で飲み込むようにする 
喉に詰まった時、座ったまま背中トントンは気道を塞ぐ可能性があるのでダメなど 
再確認しました。 ＊年末年始に向けて、右の QR コードをご確認ください→ → 

 
▶︎１月ワークショップ  『初春バイオリンコンサート』のお知らせ 
１月２６日（木）１０時半～ 大澤さんのバイオリンで、一足早く春を迎えましょう！ 
参加費：３００円    要予約：事務局 31-5489 まで  

＊コロナ対策をとって皆様をお迎えいたします。 
 
■商店会（武内） 『七里桜プロジェクト・プロムナードマルシェ』のご案内 

 
七里桜プロジェクトイベントが 3 年ぶりに復活します。今回は『プロムナードマルシェ』と
題して市場を開きます。マルシェでお買物や飲食を楽しんで桜を守ろう！ 
 

日時：1 月 28 日(土) 11:00〜15:00  ※雨天荒天の場合 29(日)に順延 
場所：桜のプロムナード中央広場 
内容：【桜保全活動展示】桜の現状と今後の展望 

【飲食ブース】    イートイン/テイクアウト 
【物販ブース】    雑貨/衣料/植物/野菜…など 
【音楽ブース】    ウクレレ演奏&体験…など 

 
七里ガ浜商店会ではプロムナードの桜の保全を目指して 2015 年「七里桜プロジェクト」を
たちあげ、剪定や施肥などの活動を続けております。また「七里桜プロジェクト基金」を設け
寄付を募り、保全事業に運用しております。 

当イベント売上から一部を基金に繰入れ活用させていただきます。 

11月17日 楽しい指ヨガ 

 

11 月 22 日 スマホ教室 
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  ■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」たくさんのご参加いただきありがとうございました。 
色とりどりのお花をぜひご覧になって下さい。 

 
■スポーツ推進委員 （桜井）  

・ １月１４日（土） １０時〜１２時予定 七里ガ浜小学校にて  
グラウンドゴルフとボッチャを開催します。 

・ 新春ウォーキング  ２月４日（土） ９時１５分 七里ガ浜駅前 町内会館入口集合  
予約不要 「近代日本を導いた 著名人・史跡巡り」  
七里ヶ浜から稲村ケ崎 ９時３０分～１１時３０分 解散予定です 

 
■2023 年１月のイベント一覧 

 

 

 

 

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。良いお年をお迎え下さい。 

日付 名称 場所 内容 担当部

1/8（日）
8:30〜11:30

どんど焼き 七里ガ浜小学校
「松飾り、しめ縄」などをお
持ち下さい。

行事体育

1/8（日）
13:30〜15:00

新年を祝う会
いるか公園
（自治会館隣の公
園）

屋外で開催しますので、どな
たでも気楽にお立ち寄り下さ
い。
楽しいイベント・軽食・お酒
等を用意してお待ちしおりま
す。

自治会理事

1/14（土）
10:00〜12:00

グラウンドゴルフ
とボッチャ

七里ガ浜小学校
皆んなで体を動かしましょ
う！

スポーツ
推進委員

1/15（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

1/19（木）
10:00〜11:00

いきいきスクール 自治会館
ストレッチとうきうきダンス
講師　田頭真貴子さん

福祉

1/24（火）
13:30〜14:30

いきいきサロン 自治会館

クラフトバッグ作り
＊材料費　2,000円
＊1/24、2/28、3/28の３回
3か月に亘って一つのバッグを完成
させます。定員10名前後

福祉

1/25（水）
13:30〜14:30

写経 自治会館 ２か月ぶりの写経です。 福祉

1/26（木）
10:30〜

かもめサロン
ワークショップ

かもめサロン
大澤さんのバイオリン
参加費：300円

かもめサロン

1/28（土）
11:00〜15:00
雨天時は29（日）に
順延

『七里桜プロジェクト・
プロムナードマルシェ』

桜のプロムナード
中央広場

桜保全活動展示
飲食ブース
物販ブース・音楽ブース

商店会

2/4（土）
9:15集合
9:30〜11:30

新春ウォーキング
七里ガ浜駅前
町内会館入口集合

「近代日本を導いた
　　　著名人・史跡巡り」

スポーツ
推進委員

12/26（月）〜2023/1/5（木）自治会館冬季休館

かもめサロンは1月11日（水）からです。

LINE で情報発信中！ 

年末年始 

ごみ収集のお知らせ 

年末は １２月２９日（木） 燃やすごみ 
年始は  1 月 4 日（水） ペットボトル・植木剪定材 
収集日の午前 8 時 30 分までに出して下さい。 
クリーンステーションは、きちんとお掃除をして新年を迎えて下さい。 
 
 


