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 ■防災（皆川・小野沢） 

トピックスでお伝えしましたとおり、先月自治会エリアで火災が発生しました。鎌倉市内で火

災が増えているそうです。先月、火災の発生を防ぐために消防庁が提唱する 4 つの習慣を書き

ましたが、鎌倉市もホームページで注意を呼び掛けていますので再度お伝えします。 

  １．ストーブの上に洗濯物を干さないようにしましょう。 

  ２．調理中はその場から離れないようにしましょう。 

  ３．寝たばこをしないようにしましょう。 

  ４．電気機器を確認しましょう。 

   ①コンセントの埃を清掃しましょう。 

   ②コードが家具等でつぶされないようにしましょう。 

七里ガ浜自治会だより 
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・自治会の法人化説明会実施 

日時：3 月 7 日(火)15 時～ 場所：自治会館 2 階会議室 

一部の方から要望があり、法人化の説明会を開催することといたしました。 

どうぞ、ご参集くださいますようお願いいたします。 

鎌倉市のＨＰの自治会の法人化について解説書「認可地縁団体の手引き」もご参照くださ

い。(右の QR コードから) 法人化のための個人単位名簿（案）の作成をお願いしましたが、

2800 人を超える方の署名を頂き、目下鎌倉市に提出し確認作業を実施して頂いています。 
 

・令和 4 年度定時総会 

日時：4 月 22 日（土）13 時～ 場所：自治会館 2 階会議室 

令和元年度より 3 年間コロナ禍で総会は書面での議決にて実施していましたが、今回対面

で開催致します。入場者数を予め把握するためと万一の感染を防ぐため、総会出席希望者に

は事前登録をお願いし開催することを検討しております。詳細は議案書と共に関係書類(委

任状含む)を後日ご案内いたします。なお、総会にご出席出来ない場合は委任状の提出を地

区委員または事務局宛てお願いいたします。 
 

・桜祭り開催予定 

日時：3 月 25 日（土）10 時～16 時 場所：桜のプロムナード 

好評の餅つき、餅販売や、お酒販売、お囃子会演奏のほか、野点席やカフェも企画され 

ています。待ち遠しい春本番、桜祭りでお楽しみください！詳細は別紙をご覧ください。 

ライトアップは 3 月 18 日～4 月 9 日まで実施予定 
 

・自治会会費納入のお願い 

年度末も近づいて参りました。未納の方がおられましたら、納入いただきますよう、 

今一度お願い申し上げます。支払いは、振込または自治会館にご持参ください。 
 

・火災発生（稲村ケ崎 5 丁目） 

1 月 18 日火災が発生しました。昼間、留守だったので、怪我などの事故はありませんでし

たが、乾燥が続きますので、火の用心をお願いいたします。 
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   ③たこ足配線をしないようにしましょう。 

   ④痛んだコードを使わないようにしましょう。 

  ５．自宅の周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。 
 
■防犯（亀田・鈴木（康）） 

■環境（齊藤・伊達） 

最近公園に犬を連れている方を見かけますが、鎌倉市公園条例第 3 条にて市内小規模公園内

は犬立ち入り禁止です。自治会エリアにある公園はすべて対象となります。 

禁止看板、表示はありませんが皆さんご承知おきください。 
 
■1 月～２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） 

 

１．特殊詐欺を防ぎましょう―特殊詐欺動画で検索 

昨年度の全国特殊詐欺被害額は３６１億円、こつこつ貯めた老後資金が瞬時に無くなりま

す。電話でお金の話が出た、見知らぬ人がキャッシュカードの確認に来た、などは間違いな

く詐欺です。ご家族で対策を話し合いましょう。 

 オレオレ詐欺  １２７億円（４０％増） 

→ 電話に出ない（電話機に録音機能を）、電話を切ってかけなおす勇気を。 

 還付金詐欺     ５４億円（１９％増） 

  → ATM で還付金が振り込まれる事は絶対ありません。書面でのやり取りが必須。 

 キャッシュカード詐欺盗  ４３億円（１０％ 増） 

→ 公的機関がキャッシュカードの確認に個人宅を訪問することはありません。 

他人にキャッシュカードを渡す、口座番号、暗証番号を教えることは絶対ダメ。 

警察庁、全国銀行協会、各自治体で、特殊詐欺ケース別の動画が YouTube などで公開さ

れています。「特殊詐欺動画」で検索してみてください。 
 

２.  強盗対策を 

在宅時に、宅配を装う、窓ガラスを割る、ドアのカギをこじ開けるなど、強引な手口の強盗

が続発しています。他人は敷地内に絶対入れない、侵入させない。 

① 在宅時でも必ず施錠を。外出からの帰宅時も背後確認を忘れずに。 

② 家族、友人以外は敷地に入れない、玄関に入れない、必ずインターホーンで。 

必要な場合はドアチェーン、ドアスコープ越しに対応。見慣れない宅急便は要注意。 

③ 窓に補助鍵をつける。窓ガラスを割られないよう防犯フィルムを貼る 

④ 窓、玄関に侵入防止アラームをつける。犯人は「光と音」に弱い。 

⑤ 敷地内に外部からの「死角」「目隠し」を造らない。植木は刈り込む。勝手口に注意。 
 

３.  悪質商法にご注意 

故人あての架空請求、シロアリ駆除の巧みな誘導などの悪質商法が横行しています。 

自治会会員内の情報共有だけの場合   七里ガ浜自治会へ 

具体的な対処方法、ご相談は下記窓口へ直接連絡してください。 

 鎌倉警察         ０４６７―２３―０１１０（兄さんゼロの 110 番） 

 鎌倉市地域のつながり課  ０４６７－６１－３８８１ 

鎌倉市消費生活センター   ０４６７－２４－００７７ 
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■福祉（太田・小松（眞）・保戸塚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

■子ども会（塚原・鈴木（美）） 

卒業・新入学のお祝いを贈ります 

現小学６年生と、新小学１年生のみなさんへ、オンラインギフト券のお祝いを 

お贈りします。詳細は、２月中に子ども会ラインで配信します。お申込みが必要

ですので、対象のご家庭は、子ども会 LINE のお友だち追加をお願いします！ 
 
■かもめサロン  

 

 

 

 

 

 
  
 

■３R（石川・清水・郡司・中村（禮）） 

①ごみステーション利用のお願い 

2 月 10 日(金) 東 3 丁目のごみステーションが事故の為に破損してしまいました。 

加藤巡査より報告がありまして、新しいネットを購入していただくことになりました。 

ご不便をおかけしています。道路上に置いてあるごみネットは、この様な事があります 

ので、お当番の方はきちんと整理をしてほしいと思います。 
 

②生ごみ処理機の説明会のお知らせ 3 月 4 日(土)10 時、西友広場前で行います。 

市役所資源課の方々のご協力により、生ごみ処理機の説明と、3R についての説明を行いま

す。皆様、多数の方々に参加をお願いいたします。 
 

③堆肥の無料配布 3 月 13 日(月)～3 月 18 日(土) 

堆肥の無料配布を「いるか公園」東側にて行います。取りに来られない方は、かもめサポー

ト(有料・申込要）をご利用ください。1 袋 45 リットルを 2 袋 500 円でお届けできます。 

ご希望の方は、自治会事務局(31-5489）までご連絡ください。 
 
 

＊＊＊＊感染防止対策は従来通りでお願いします＊＊＊ 

＊いきいきスク－ル ３月１６日（木）１０時～１１時  

口腔ケアとお口の体操 鎌倉市市民健康課 

 お口を清潔に保つ方法と誤嚥防止のお口の体操で、より健康な毎日を送りましょう！ 
 
＊いきいきサロン  ３月２８日（火）１３時３０分～１４時３０分  

クラフトバッグ作りいよいよ最後の仕上げにかかります。 

今回も新たな募集はありません。 
 

＊写経 ３月２２日（水）１３時３０分～１４時３０分 

昨年の４月から今年の３月まで、たくさんの方々にご参加頂きありがとう 

ございました。また、４月から楽しく為になる講座を考えて提供していき 

ますので、多くの方のご参加をお待ちしています。 

こんな講座をして欲しいなどご要望がありましたら、福祉スタッフにお伝えください。 

＊第 2 水曜日は手作りケーキの日��  
ワークショップのお知らせ 〜アーユルヴェーダで心身を整えませんか？～  

インド・スリランカ発祥の 3 大医学の一つ、アーユルヴェーダの基本的な考え方から、季節

要因で起こる不調への対処の仕方や日常でできるケアを学びます。また、セサミオイルを使用

してのハンドマッサージやヘッドマッサージなどで楽しく春を迎えましょう。 

日時 : 3 月 30 日(木)  10 時半〜12 時  参加費 500 円 

講師 : 品川陽子さん（Umirora）  自治会受付にお申し込み下さい 31-5489 

いきいきスクール 
1 月 19 日(木) 
ストレッチと 
ダンスで 
リフレッシュ 

いきいきサロン 
クラフトバック 
いよいよ完成です！ 

子ども会 LINE 
QR コード 
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■みらいふる（岩澤）  〜そろそろ桜もほころびそうです〜 

3 月 17 日（金）11 時～12 時 おたのしみ会を開きます。内容は計画中です。（無料） 

みらいふる会員でない方も是非見学にいらしてください。 場所：自治会館２F 
 

■スポーツ推進委員 （桜井）  

「歩け鎌倉２０２３」 主催：鎌倉市スポーツ推進委員連絡協議会 

＊３月５日（日）9 時〜１３時（受付８時３０分〜鎌倉武道館）  

鎌倉武道館（スタート）～諏訪神社前～関谷小学校（休憩・トイレ）～関谷農地～関谷小学校

(休憩/トイレ)～玉縄台～大船観音下～大船駅西口 約 10 キロメートル  昼食無し  小雨決行  

＊３月２５日 土曜 １０時～１２時 七里ガ浜小学校にて、グラウンドゴルフとボッチャ   

七里ガ浜地区スポーツ振興会主催  申込み不要  雨天時 体育館にて ボッチャのみ 
 
 

■各支部/地区の新委員の選出中です。お声が掛かりました際はご協力をお願いいたします。 

（任期：令和 5 年 4 月 23 日〜令和 6 年 4 月下旬） 
 

■2023 年 3 月のイベント一覧 

 

日付 名称 場所 内容 担当部

3/4（土）
10:00〜

生ごみ処理機の説明会 西友広場
鎌倉市役所資源課による生ごみ
処理機の説明と３Rの説明

３R

3/5（日）
（受付8:30〜）

歩け鎌倉2023
（10キロメートル）

鎌倉武道館集合
鎌倉武道館〜諏訪神社〜
関谷農地〜玉縄台〜大船観音

スポーツ
推進委員

3/7（火）
15:00〜

法人化説明会 自治会館２階 法人化の説明会を開催します 自治会

3/8（水）
12:00〜16:00

手作りケーキの日 かもめサロン
第二水曜日は、手作りケーキの
日

かもめサロン

3/16（木）
10:00〜11:00

いきいきスクール 自治会館
口腔ケアとお口の体操
鎌倉市民健康課

福祉

3/17（金）
11:00〜12:00

おたのしみ会 自治会館 楽しい会を計画中 みらいふる

3/19（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

3/22（水）
13:30〜14:30

写経 自治会館 写経 福祉

3/25（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
申込み不要  雨天時 体育館にて
ボッチャのみ

スポーツ
推進委員

3/25（土）
10:00〜16:00

七里ガ浜桜祭り
桜のライトアップ（3/18〜
4/9）

桜のプロムナード

餅つき＆お餅販売、お囃子、野点席
カフェ、商店会お弁当＆出店、
七七支援隊ブース、神輿保存会
　その他企画中

行事体育

3/28（火）
13:30〜14:30

いきいきサロン 自治会館 クラフトバック作り 福祉

3/30（木）
10:30〜12:00

ワークショップ
アーユルヴェーダで心身
を整えませんか？

かもめサロン

季節要因での不調への対処や日
常でできるケアを学びます。
講師：品川陽子さん（Umirora）

参加費　500円

かもめサロン

かもめサロン　毎週水曜日の12:00〜16:00

堆肥の無料配布　3月13日（月）〜3月18日（土）　＠いるか公園


