◆今月の主な内容◆
（仮称）熱海フォーラム整備事業 ･････････２
熱海市消防団員募集！ ･････････････････６
網代地区・泉地区で放課後児童クラブが
開設されました！ ･････････････８
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芸妓道具への感謝を込めて・・・
はっ せん づか

４月20日、大乗寺にて「撥扇塚供養祭」が執り行われました。
色鮮やかな着物を着た芸妓衆が、舞扇子や三味線の皮、撥などを
お焚き上げし、日ごろ使用している道具への感謝を込めました。
ばち

特集

新たな市民の拠点をつくります

（仮称）熱海フォーラム整備事業
〜市民が集い交流できる「交流創造広場」〜

︵仮称︶熱海フォーラム整備事業
は︑平成 年４月に３億７５００万
円で購入した上宿町市有地︵岡本ホ
テル跡地︶に︑市民が集い︑熱海の
歴史・文化が感じられる空間を創出
するための複合施設を整備する事業
です︒
複合施設には︑公共施設として市
民ホール︑図書館︑会議室および関
連施設を整備し︑その他に民間施設
︵民間企業が独自に運営するもの︶
が入ります︒

﹁持続的に運営可能な施設﹂
・子どもたちの世代でも無理なく運
営できる施設
・公民連携
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市民の皆さんから
ご意見を伺いました
ワークショップなどの開催によ
り市民ニーズの聴取やさまざまな団
体から要望をいただきました︒これ
らのニーズや将来的な財政状況︑既

存施設の利用状況などを検証し︑ど
のような施設にするかを検討しました︒
市民ニーズを聴取
○市民アンケート︵平成 年５月︶
○公共施設の整備に関する検討委員
会︵平成 年６月〜平成 年３月︶
○ 市 民︵ 中 高 生 含 む ︶
ワークショップ
︵平成 年６月〜 月︶
各種要望
○市民文化ホール建設推進要望
︵平成 年２月︶
熱海商工会議所︑熱海市ホテル旅
館協同組合連合会︑熱海市観光協
会︑熱海市町内会長連合会︑熱海
市文化団体連合会
○新図書館像の要望
︵平成 年３月︑平成 年１月︶
熱海読み聞かせの会
○市民ホールの有効活用の要望
︵平成 年２月︶
新・熱海市民ホールの有効活用を
考える市民の会

上宿町市有地

施設整備の３つのコンセプト
﹁豊かな暮らしの創造﹂
・どのようなまちづくりを目指し︑
施設はどう寄与していくか
・まちの価値や市民の生活をどう高
めていくか
﹁市民参画・
﹃市民が集う場﹄づくり﹂
・一年を通じて市民が集う場所
・多様な活動を念頭に置いた汎用性
の高さ
・企画・運営への市民の関わり

中高生ワークショップ

26

︵仮称︶熱海フォーラム整備事業は
ホール・図書館を中心とした
複合施設を整備する事業です

問い合わせ 施設企画室☎0557(86)6221
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11月

(仮称)熱海フォーラム整備事業
基本構想策定

６月

市民ワークショップの開催(〜11月)

８月

(仮称)熱海フォーラム整備事業
実施方針公表

８月

中高生ワークショップの開催

官民連携により
期待される効果

企画提案の審査により
受託事業者決定

①良質な公共サービスの提供
民間の創意工夫の下︑民間目線で
のサービス提供
②事業コストの削減
運営事業者が設計段階から関わ
るため︑無駄がなく過大にならない︑
運営しやすい建物を整備
③施設の適切な維持管理の継続
契約に基づく計画的な維持管理
により建物の早期劣化を防ぐことが
でき︑維持管理経費を削減

企画提案募集
（６ヵ月程度）

官民連携手法
︵ＰＦＩ方式︶
により
最小限の財政負担で
最大限の公共サービスを提供します

公共施設の整備に関する検討委員会
（〜平成27年３月）

このため︑今回の事業は︑民間の
資金・経営能力などのノウハウを活
用し︑財政負担の軽減と良質な公共
サービスの提供を図る官民連携の手
法の一つであるＰＦＩ方式による整
備・運営を行います︒

６月

④地元企業の参画︵事業機会の創出︶
地域の事情に精通している市内
事業者が運営主体となり︑不足する
部分に外部の技術やノウハウを取り
入れる仕組み︵熱海方式︶を目指し︑
市内事業者の事業機会を創出

事業推進の方法

事業期間を 年以上として︑企画
設計︑建設︑維持管理︑運営を民間
事業者に一括で発注します︒発注先
となる民間事業者は︑優れた企画提
案書やその提案の持続性などを審査
したうえで︑最も事業実施にふさわ
しいところを選ぶことになります︒
民間事業者は市との契約に基づ
き事業の設計︑建設︑運営などの各
業務に取り組みます︒
事業期間中は︑民間事業者任せに
することなく︑利用者である市民参
画の下︑市が定期的にサービスの提
供状況などのチェックを行います︒
より良いサービスが提供されるよう
民間事業者と連携しつつ︑運営の改
善などを実施していきます︒
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次のページでは︑施設のイメージを
紹介します︒
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官民連携手法(ＰＦＩ方式)の決定
事業者の提案を求めるため
募集要項・要求水準書などを公表
（公募型プロポーザル方式）
28年
６月

(仮称)熱海フォーラム整備事業
基本計画策定
27年
３月

建設予定地：熱海市上宿町785番
〃
790番1
面積：3103.72㎡(実測値)

26年
４月

上宿町市有地(岡本ホテル跡地)購入

少子高齢社会︑人口減少などの社
会情勢の変化により将来的な市の財
政負担の増加︑財源の縮小が予測さ
れます︒そのような中︑必要な公共
施設を最小限の財政負担で整備し︑
低廉かつ良質な公共サービスを提供
していくことが求められています︒

事業経過と今後の予定

熱海の歩みを学べる
市民が集える

市民と共に創っていく図書館

誰もが気軽に利用できるように、
会話が可能な「オープンな空間」を基調とし、
閲覧スペースを広くとるなど
「ゆとりある空間」による
落ち着ける図書館とします。

図書館
図書館のイメージ

基本方針
熱海の歩みを学べる図書館
１００年の歴史を持つ図書館と
して︑熱海の宝である貴重な歴史や
文化︑文学︑温泉などに関する資料
の適切な保存・継承・発信に加え︑
貴重資料をデジタル化し保存・整理
する仕組みの構築︑後世に受け継ぐ
地域資料の作成に取り組みます︒ま
た︑これらの豊富な資料とまちを繋
ぎ︑︵仮称︶熱海フォーラムから市
内各施設への回遊を促進します︒
市民が集える図書館
乳幼児から高齢者まで心地よく
読書が楽しめる環境の整備や開館
日・開館時間の拡大︑人的サービス
の充実などにより︑施設に滞在して
行われる知的活動を支援し︑情報を
媒体とした活動の場となる図書館を
目指します︒また︑技術革新や市民
ニーズの多様化に柔軟に対応した多
彩な企画事業の展開など︑時代に適
した図書館サービスを提供します︒
市民と共に創っていく図書館
市民の豊かな経験や知識が図書
館のさまざまな活動に生かされるこ
とは生涯学習の観点からも重要です︒
また︑子どもの読書活動をはじめ︑
中高生に向けた活動については︑教
育機関だけでなく︑地域や家庭との

連携に取り組むなど︑市民と共に
創っていく図書館を目指します︒

施設・運営のイメージ
◇原則午後８時以降まで開館
◇一般図書の充実
◇ゆとりのある閲覧スペース・書架
の配置
◇静寂読書室の設置
◇インターネット環境の整備

◇図書資料のデジタル化
◇おはなし会スペースなどキッズ
コーナーの充実
◇子ども用トイレ・授乳室・オムツ
替えスペースを設置
◇郷土資料の展示
◇司書職有資格者の充実
◇的確な蔵書管理
◇移動図書館業務または同等のサー
ビスの実施
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市民が主体的に活動する
文化振興拠点

基本方針
市民活動・交流活動の拠点︵市民ホール︶

市民の文化芸術活動などの発表
の場として︑また多彩なイベントや
コンサート︑講演などの開催ができ
る機能を備え︑さまざまな活動を通
じ︑賑わいや交流が生まれることを
目指します︒
文化・芸術活動の振興︵ギャラリー︶
文化芸術活動などの成果発表や
展示の場として︑さまざまな目的に
活用できるギャラリースペースを備
え︑複合施設の利点を生かした配置
により︑市民がより身近に芸術を感
じられ︑新たな発見や感動を通じて︑
芸術に対する意欲を高めることを目
指します︒
さまざまな 目 的に応じて利 用できる
会議室機能
地域活動やサークル活動など︑さ
まざまな形態の会議や講座に対応で
きるスペースや︑中高生も気軽に利
用できるスペースを確保し︑市民活
動が盛んに行われるよう支援します︒

施設・運営のイメージ
◇利用者に配慮した舞台︑楽屋︑リ
ハーサル室︑音響設備を備えた
４００人以上収容の市民ホール

◇ 市民の作品が展示できるギャラリー
◇会議・打合せができる会議室の設置
◇施設利用者用スペースの設置︵飲
食可能︶
◇熱海の文化・歴史・イベントなど
の情報を集約し︑一元的に市民や
観光客に対し案内および情報を
提供
◇文化芸術公演などの誘致︑ワーク
ショップなど市民の文化活動の
向上を目的とした事業の企画

ホール参考イメージ

記載した図書館・ホール・民間施
設の内容は︑主要なものの抜粋であ
り︑今後内容が変更される場合もあ
ります︒

民間施設

民間事業者が事業のコンセプ
トに沿った独自のサービスを
提供する施設

民間施設に対する市民のご意見
◆カフェを併設◆障がい者の自立支援
事業を実施し︑カフェや拠点となる機
能を設置◆手湯︑足湯︑大浴場などの
温泉を利用した設備を設置◆ビアガー
デンや花火観覧など屋上を活用◆起業
支援を目的としたデジタル工房・３Ｄ
プリンターなどの設置◆起業家への貸
出スペースを 設ける◆ 子 ど も の 一 時 預
かり◆児童が集まれる場所としてのサ
ロンを設置◆市民が集まれるサロンを
設 置 ◆ 店 舗 と してのカフェより も ブー
ス を 用 意 し ︑イベント 時 な ど 出 店 し た
い人 が 気 軽にできるスペースを 設 け る
◆食に関する施設は集客力があるフー
ドコートのような場所を設ける◆大学
の進学とともに熱海を離れる若者の流
出を防ぐために︑大学のサテライト
キャンパスを誘致◆セカンドステージ
大学院のような高齢者が興味を持って
学べる場を提供

これらを参考に︑企画・整備・運営
を︑民間事業者に求めていきます︒
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文化振興の拠点とし、
市民の皆さんが日常的に利用することを
第一に考えたうえで、
安定的で継続的な維持管理・運営ができる
市民ホールとします。
市民ホール・会議室・関連施設

ホールのイメージ

ホール

消防出初式での放水

熱海市消防団員募集！

消防団は︑地域住民を災害から守
り︑被害を軽減することを大きな任
務とする地域社会に奉仕する団体で
す︒熱海市には︑市内各地区に点在
する の分団と︑女性消防部があり
ます︒消火活動だけでなく︑地震や
水害などの災害発生時の救助活動や︑
火災予防のための防火指導︑応急手
当の普及活動など︑幅広い活動を
行っています︒

消防団とは？

消防団員は、本来の仕事や学業を持ちながら「自分たちの街は自分で守る」とい
う郷土愛の精神に基づき、熱海市民はもとより、熱海市を訪れる観光客の皆さんの
生命・身体・財産を守っています。
災害に強い街づくりには、あなたの力が必要です。あなたからのご連絡をお待ち
しています！

○熱海市内に居住する人
○年齢 歳以上 歳未満の健康な
男女

入団資格
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○消防団員は︑特別職の地方公務員
です︒
○一般にいう給料はありませんが︑
消防活動・訓練などに対して報酬
が支給されます︒
○活動に必用な制服・活動服一式が
支給されます︒
○公務災害補償条例に基づく補償制
度があります︒
○５年以上の活動で︑退職報償金が
支給されます︒

熱海市消防団員の
身分および処遇

18

消防総務課総務室☎0557(86)6612
問い合わせ

6
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消防出初式でのパレード

消防ひろばでの啓発活動

主な消防団の活動
■消防・防災訓練
○消防操法、火災想定訓練
○各種演習・地域防災訓練への参加
■火災予防活動
○地区内の夜間警戒巡回
○高齢者宅への防火訪問（女性消防部）
○消防ひろばでの啓発活動
■災害活動
○火災の際の消火活動
○風水害などの警戒
■応急手当訓練・指導
○ＡＥＤ・三角巾などの訓練・指導
■各種行事への参加
○出初式（毎年１月７日）への参加

消防操法大会

知っていますか？

防火訪問

地域防災訓練

三角巾の指導

消防団協力事業所表示制度

少子高齢化、社会環境の変化に伴って、全国的にも年々消防団員は減少しています。このため、地域
防災体制の一層の充実を図るため、社員の加入を後押しする事業者を「消防団協力事業所」に認定し、
表示証を交付する制度を導入しています。この制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入
団促進など、事業所としての消防団への協力が社会貢献として広く認められる制度で、熱海市でも27
事業所が認定されています（平成28年４月１日現在）。
また、静岡県では認定事業所の法人税を減額する制度を導入しています。今年度からはさらに制度が
拡充され、事業税額の２分の１（上限100万円）が控除されるようになりました。
ぜひ、多くの事業所の皆さんのご協力をお願いします。
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網代地区・泉地区で

放課後児童クラブが開設されました！
問い合わせ

子育て支援室☎0557(86)6351

４月から、網代地区・泉地区で放課後児童クラブの活動が始まりました。公民館や小学校の教室などを活
用し、保護者や地域の人が協力して子どもたちの居場所を作っている放課後児童クラブ。ここでは、子ども
たちを地域で支える活動を紹介します。

網代地区「みんなの家」
保護者の会が運営を行い、網代公民館で活動してい
ます。４月１日現在、17人の児童が利用しています。
対象児童：市内全域の小学１〜６年生
定

員：20人
授業終了〜午後５時

保育時間：学校のある日
長期休暇期間

午前８時30分〜午後５時
和室・大広間

保育場所：網代公民館２階
特別保育：夏休み

３週間程度

冬休み

５日程度

春休み

２週間程度

入 会 金：2,000円
会

費：4,000円（月額）

泉地区「泉みつわクラブ」
自治会が運営を行い、泉小中学校内で活動していま
す。４月１日現在、９人の児童が利用しています。
対象児童：市内全域の小学１〜６年生
定

員：20人

保育時間：学校のある日
長期休暇期間
保育場所：泉小中学校内
特別保育：夏休み

授業終了〜午後６時
午前８時30分〜午後６時
コミュニティルーム

３週間程度

冬休み

５日程度

春休み

２週間程度

入 会 金：2,000円
会

費：3,500円（月額）
広報あたみ 2016.5

8

「放課後児童クラブ」って？
保護者の仕事などの理由で、家庭で保育することの
できない子どもたちを対象に、放課後の時間や長期休
暇中の居場所を提供しています。子どもたちの孤立化
を防止するとともに、集団生活を通して社会性を養っ
たり、子どもたちとその保護者へ安心・安全な場所を
提供したりするなど、子どもたちの健やかな育成に大
きく貢献しています。

どんな活動をするの？
学校の宿題や課題を終わらせた後、自由に遊んで過
ごします。また、夏休み期間中にはプール遊びや、遠
足などの活動もあります。クラブによっては、これ以
外にも特色ある活動を行っているところもあります。

他地区にもあるの？
熱海市では、網代地区と泉地区以外にも、第一小学
校区、第二小学校区、多賀地区、伊豆山地区に放課後
児童クラブが設置されています。また、保育園が運営
している放課後児童クラブもあります。それぞれのク
ラブにより活動場所や時間、会費などが異なります。

クラブに参加するには？
４月からの参加の場合、前年度の２月ごろに受け付
けを行います。年度ごとに申請が必要ですので、ご注
意ください。
年度途中での参加については、各クラブで取り扱い
が異なります。詳細は子育て支援室へお問い合わせく
ださい。
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には程遠く︑１〜２皿程度の少量し
か食べていない人が大半であること
がわかりました︒また︑静岡県で
行った同様の調査と比べて︑熱海市
民は野菜をほとんど食べない人が約
％を占めるなど︑野菜摂取量が低
い事実が発覚したのです︒

イチローだって野菜嫌いだ！

31.3

17

皆さんの健康づくりを

応援する教室

30

10
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参加者募集

○膝痛・腰痛を楽にする教室
筋力をつけて膝と腰の痛みを和ら
げる教室です︒膝痛腰痛の予防にも
効果的です︒週１回︑全５回の教室
です︒
日時 ６月 日︑ 日︑７月１日︑
８日︑ 日︵毎週金曜日︶
午後１時 分〜３時 分
対象者
歳以上で︑膝痛・腰痛が
現在あるまたは過去にあった人
場所 南熱海マリンホール
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ６月 日︵木︶

24

30

９

無回答

７皿以上

５〜６皿

３〜４皿

１〜２皿

ほとんど
食べない

静岡県
熱海市

3.0 0.7
3.1 2.9
6.2 8.3
6.2
4.5
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熱海市民は
野菜不足

!?

65

20

!?
20.5

〜見直しましょう食生活！ ６月は食育月間です〜

﹁ただよし︑野菜を取らにゃあ︑だ
ちかんぞ〜﹂
このフレーズに聞き覚えはありま
せんか？１９７８年︑食品メーカー
のＣＭで使われていたフレーズです︒
畑をバックにほっかむりをしたお母
さんが︑都会で一人暮らしをする息
子の健康を心配し掛け声のように語
る画面を︑懐かしく思い出す人もい
るのではないでしょうか︒
いつの時代にも︑一人暮らしをす
る子どもを思う親の気持ちは変わり
ません︒ところで皆さんは︑野菜を
しっかり食べていますか？

熱海市民に
野菜不足の事実が発覚

61.0
52.3

70
60
50
40
30
20
10
0

メジャーリーグで活躍するイチロ
ー選手は﹁野菜嫌い﹂で知られてい
ます︒﹁野菜を食べなくてもあんな
に立派な選手になれる！﹂という︑
野菜嫌いの子どもたちにとって好都
合な事実です︒
では︑なぜ野菜を食べることが勧
められているのでしょうか？
その理由として︑
○野菜を食べることで満腹感が得ら
れ︑カロリーや脂肪を抑えられる食
事となる

１日に食べる野菜料理の皿数

私たち保健師・看護師・栄養士から毎月、
健康情報をお届けします

平成 年に行った市民アンケート
において︑﹁１日に食べる野菜料理
の量﹂を聞いてみたところ︑１日の
野菜摂取目標量といわれる３５０ｇ
以上になる野菜料理の皿数５〜６皿

（％）

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

27

20

健康 づくり

時

間

午前10時〜午後１時30分

かになります。たくさんの人の参加をお待ちし

場

所

いきいきプラザ４階

ています。

内

容

「なぜ、今食育なの？」「高血圧予

日

午前10時〜午後２時

防のための食事」「バランスのよい

※別途テキスト代などがかかります。

募集人数

30人（定員になり次第締め切り）

募集人数

30人

申込期限

６月14日(火)

申込期限

５月31日(火)

主

熱海市健康づくり食生活推進協議会

催

６月21日(火)

時

目指せ！ １日５〜６皿の
野菜料理

（健康づくり食生活推進員養成講座）

〜簡単レシピ紹介します〜

〜こんにゃく作りに挑戦！〜

大人の食育セミナー 受講生募集

丸ごと玉ねぎのみそだれ
たけのこやナス︑大根︑インゲン
など︑いろいろな野菜に合う万能な
みそだれです︒お好みで大葉やゆず
の皮を加えるのもおすすめです︒
○材料
みそだれの材料
みそ
ｇ
砂糖
ｇ
みりん・日本酒 各大さじ２
玉ねぎ︵小︶ 人数分の個数
○作り方
①６〜８等分のくし切りにした玉ね
ぎを耐熱容器に入れ︑ラップをして
透明になるまで加熱します︒
②みそだれの材料を鍋に入れ︑火に
かけながら混ぜます︒①の玉ねぎに
かけてできあがりです︒

男性料理教室
健康のための「料理」と「勉強」の教室

○野菜に含まれる栄養素︑カリウム︑
食物繊維︑抗酸化ビタミン類などが
生活習慣病を予防する
○野菜に多く含まれる食物繊維が便
通を整える
など︑健康な体をつくるために必要
な食材であるという点が挙げられま
す︒また︑﹁よく噛むためあごを使
う﹂﹁肉や脂の単調な味だけではな
く︑野菜の味わい・風味により味覚
を豊かにする﹂﹁野菜から季節を感
じ︑食卓を豊かにする﹂など︑子ど
ものころから育みたい五感や感性を
育てることにも繋がります︒
では︑﹁３５０ｇ以上﹂と言われ
る根拠はどこにあるのでしょうか︒
厚生労働省は︑野菜に含まれる栄
養素︵カリウム︑食物繊維︑ビタミ
ンＣなど︶が十分に摂取できる野菜
量の分析を行いました︒その結果︑
国民の健康維持のために必要な野菜
の量として︑１日に１日の野菜摂取
目標量﹁３５０ｇ以上﹂という基準
が定められたのです︒
野菜嫌いで知られるイチロー選手
も︑お母さんの作った野菜入りのカ
レーライスは大好きで︑毎朝食べて
いたそうです︒やはり︑健康のため
にはもちろん︑おいしく豊かな食生
活のためにも︑野菜を食べることは
必要です︒

場

所

いきいきプラザ４階

理実習

内

容

調理実習・ランチ交流会

市管理栄養士ほか

参 加 費

1,000円（当日徴収）

参加条件

全10回講座の半分以上出席できる人

持 ち 物

エプロン、三角巾（大きなハンカ

参 加 費

2,000円（調理実習費）

師
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チ）、手ふきタオル

献立の立て方」などのミニ講座、調

講

迎です。料理作りが楽しくなると、食生活が豊
（全10回、
毎月第１または第２水曜日）

料理が苦手な人や、料理が初めての人も大歓
平成28年６月〜平成29年３月
受講期間

30 50

「健康」をテーマに、料理教室に講座を組み

毎回好評の料理教室。今年度第一弾は、こん

合わせ、難しい栄養学を楽しく学ぶ教室です。

にゃく作りを体験します。また、さっぱりとし

料理が好きな人、健康が気になる人、食育につ

たおしゃれメニュー「生春巻き」と、初夏にふ

いて一緒に学んでみませんか？

さわしい「グリンピースご飯」も作ります。

コミュニティカレッジ受講者募集

出張がんよろず相談のお知らせ

サンデイふれ愛デイのお知らせ

静岡県コミュニティづくり推進協議会
☎054(251)3585

静岡がんセンター☎055(989)5392

海光園☎0557(67)1971

静岡県コミュニティづくり推進
協議会では、住みよい地域づくり
を目指しコミュニティ活動を支え、
推進するリーダーの養成を目指し
た「コミュニティカレッジ」を開
設し受講者を募集しています。
日程：７月23日、30日、９月10日、
24日（いずれも土曜日）の全講
義と８月の現地視察
場所：静岡県総合社会福祉会館ほか
対象：全講義に出席可能でコミュ
ニティづくりに意欲と関心のある人
受講料：無料
申込期限：７月８日(金)
申込方法：直接または電話

森の力再生事業の継続と
森林づくり県民税の延長
も

り

静岡県税務課☎054(221)2337
県東部農林事務所☎055(920)2170

静岡県は、荒廃した森林を再生
し、山地災害の防止や水源かん養
などの「森の力」を回復するため、
県民の皆さんに森林づくり県民税
をご負担いただき、平成18年度
から森の力再生事業を実施してき
ました。しかし、この10年間に
新たに荒廃が進行していることか
ら、平成28年度以降も事業を継
続することとし、森林づくり県民
税の課税期間を５年間延長し、平
成32年度までご負担をお願いす
ることとしました。
次のとおり県民税均等割に加算
されます。
個人 年額400円
法人 均等割額の５％
（1,000円〜40,000円）
引き続き皆さんのご理解をお願
いします。

統計情報

海と公園の南あたみ文化祭
〜南熱海和太鼓祭りを開催します〜
日時：６月12日(日)午前10時〜午後３時
場所：南熱海マリンホール
内容：県内外の和太鼓団体が８チーム出演。それぞれの地域の文
化・風土・伝統など特色を生かした和太鼓演奏を行います。また、
終日楽しめるよう芝生広場にはフードコートも設営します。
＊入場無料、駐車場あり。
【問い合わせ】網代おやじの会

男
女

口

37,927 人
17,148 人
20,779 人

聞間

☎090(3477)8191

熱海市立澤田政廣記念美術館
〜夜間特別開館を行います〜
澤田政廣記念美術館では、熱海梅園ほたる観賞の夕べ期間中（６
月１日〜12日開催）に合わせて夜間特別開館を行います。展示室
内は日中の展示とは違う照明を使用しており、ライトで浮き上がる
ブロンズや大きな木彫作品が立体的にご覧いただけます。
日

時：６月４日(土)、11日(土)
午後７時〜午後９時
場 所：澤田政廣記念美術館
入館料：市民 大人210円、中高生100円
市外 大人320円、中高生210円
※小学生以下は無料
【問い合わせ】澤田政廣記念美術館
☎0557(81)9211

３月末の人口
人

特別養護老人ホーム海光園では、
地域の皆さんに施設を身近に感じ
ていただき、施設内をよりよく
知っていただくため、施設の無料
開放を行います。
お弁当やお菓子などの販売、バ
ラ風呂や介護講座など、施設のノ
ウハウを使った各種サービスをご
用意しています。
ぜひ、ご参加ください。
日時：６月26日(日)
午前９時〜午後３時

静岡がんセンターの専門スタッ
フが地域に出向き「出張がんよろ
ず相談」を開催します。
日時：６月28日(火)
午後１時〜午後４時
場所：伊東市役所
内容：がん専門医による治療など
の相談
対象者：熱海・伊東市内在住者
申込方法：電話にて事前予約
（先着５人）
予約期間：６月６日(月)〜17日(金)

世帯数
21,300 世帯
人口前月比
22 人減

３月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,610
約 443
約2,053
105.1

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,746 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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出張年金相談のお知らせ
保険年金室☎0557(86)6260

三島年金事務所による、出張年
金相談を開催します。年金の受給
に関する相談や年金請求のお手続
きなどがありましたらご利用くだ
さい。なお、ご利用の際は予約が
必要ですので、保険年金室までご
連絡ください。
日時：７月６日(水)
午前10時〜午後２時30分
場所：市役所第一庁舎４階会議室
※詳細はお問い合わせください。

労働保険料などの
申告・納付はお早めに
静岡労働局☎054(254)6316
三島労働基準監督署☎055(986)9100

労働保険の概算・確定保険料お
よび石綿健康被害救済法の一般拠
出金の申告・納付は、６月１日か
ら７月11日までの間に、金融機
関または静岡労働局、三島労働基
準監督署で行ってください。
なお、申告書のみを提出する場
合は、７月11日までに静岡労働
局労働保険徴収課または労働基準
監督署へ提出してください。
電子申請による申告・納付も可
能です。
コールセンターの開設
申告書の書き方についてはコー
ルセンター（☎0120-949-732）へ
お問い合わせください。
開設期間：５月25日(水)〜７月
19日(火)午前９時〜午後５時
※土・日・祝日を除く

第32回熱海市文化団体連合会
総合発表会を開催します
文化交流室☎0557(86)6234

熱海市文化団体連合会では、日
ごろの成果を披露するために、総
合発表会を開催します。
【発表部門】
・ボールルームダンス＆レクダンス
日時：６月11日(土) 午後１時〜
場所：いきいきプラザ
多目的会議室
・民謡＆フラダンス＆詩吟詩舞
日時：６月11日(土) 午後１時〜
場所：マリンホール中ホール
・音楽発表会
日時：６月12日(日)午後１時30分〜
場所：起雲閣音楽サロン
【展示部門】
日時：６月11日(土)午前９時30分
〜午後４時、12日(日)午前９時〜
午後４時
場所：起雲閣ギャラリー

「人権擁護委員の日」
特設人権相談所の開設
市民相談室☎0557(86)6073

６月１日は、人権擁護委員法の
施行を記念し、毎年｢人権擁護委
員の日｣と定め、この日を中心に
各市町村で特設人権相談所を開設
しています。
熱海市では、６月１日(水)午前
10時から午後４時まで、市役所
第一庁舎３階市民相談室にて特設
人権相談所を開設し、人権問題な
どの相談を行います（予約不要）。
相談は無料で秘密厳守ですので、
お気軽にご利用ください。

巡回行政相談を開催します
市民相談室☎0557(86)6073

毎日の生活の中で「役所での事
務手続きや申請方法が分からな
い」「行政の制度や運用に対する
皆さんからの要望や疑問、苦情」
などの問題を相談者と関係行政機
関の間に立って、公正・中立の立
場から解決するお手伝いをするの
が行政相談制度です。
次の日程で行政相談委員が巡回
相談を行います（予約不要）。
開催日：６月15日(水)
開催時間と場所：
午前10時〜11時30分 南熱海支所
午後１時〜２時30分 網代公民館

普通救命講習の受講者を
募集します
消防署救急係☎0557(86)6605

市民、市内企業、団体を対象に
心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いな
どの救命講習会を実施します。突
然のけがや病気に備えて、家庭や
職場で応急手当や救命措置を行え
るよう丁寧に指導しますので、ぜ
ひご参加ください。
講習日・場所：
６/12(日) 泉公民館
市役所第一庁舎
６/19(日)
４階会議室
６/24(金) 初島小中学校体育館
時間：午前９時30分〜12時30分
対象：中学生以上の市内在住・在
勤・在学者
定員：各30人(先着)
※申込方法・期限など詳細はお問
い合わせください。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

心のやさしい相続・生前贈与
加藤正一税理士事務所
沼津市大手町5-6-7 ﾇﾏﾂﾞｽﾙｶﾞﾋﾞﾙ9階
電話 055-964-2315

13

６月27日(月)から７月３日(日)は全国一斉「子
どもの人権110番」強化週間です。いじめや体
罰、不登校や虐待などに困っていたら、一人で悩
まずに相談してください。
期間：６月27日(月)〜７月3日(日)
時間：午前８時30分〜午後７時
ただし、土・日は午前10時〜午後５時
静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会
フリーダイヤル ☎0120(007)110
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第１００回の市長メッセージ

熱海市長

市長就任以来︑広報あたみに連載してき
た﹁市長メッセージ﹂が今回で第１００回
を迎えました︒原則月に１回のペースで︑
市政に関して︑時にはプライベートな事柄
も含めて書いてきました︒
しかし︑毎月書き続けることは︑実は容
易なことではありません︒原稿の締め切り
は月末の月曜が多く︑日曜の日中は公務が
多かったので原稿を書くことが真夜中にな
ることもありました︒しかし︑私の思いを
市民の皆さんに伝えたいとの思いから︑文
章を書くのは不得意ながらも一生懸命書い
てきました︒ですから︑﹁市長さんのメッ
セージ︑毎月読んでますよ！﹂と言われる
ときは本当にうれしいです︒
これまで過去に書いたメッセージを読み
返すことはほとんどなかったのですが︑今
回１００回分を全て読み返してみました︒
ちょう ど 年 前の第１回﹁ 市 長に就 任し
て﹂に始まって︑﹁財政危機宣言﹂﹁ＧＷ
中の大規模断水﹂﹁東日本大震災﹂﹁新庁
舎の完成﹂などなど︑当時の記憶がまざま
ざとよみがえりました︒そして︑今読み返
してみて感じることは︑政策そのものより
も︑その背景にある︑市長として自分は何
を大切にしているのか︑どういう方向を目
指しているのかを伝えることが重要である
という点です︒読み手もそこを期待してい
るのではないかと感じました︒
これは﹁広報あたみ﹂についても言える
ことです︒単にさまざまな情報を市民の皆
さんにお伝えすることだけでなく︑市は今
何を考え︑どういう思いや方針を持ってい
るのかについてご理解いただくことが重要
です︒今後は︑今まで以上に市からのメッ
セージが伝わる﹁広報あたみ﹂を目指して
まいります︒
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広報あたみ 2016.5

毎月最終水曜日午後２時〜３時、FM熱海湯河原(79.6MHz)で放送中！

齊藤市長 本音トーク

「満陽工房」陶芸教室を開催！
４月９日、池田満寿夫記念館「満陽工
房」陶芸教室が開催されました。
皆さん、楽しんで作品づくりに励んでい
ました。
わっしょい！わっしょい！
４月15日、伊豆山神社例大祭が開催されました。男衆がみこ
しを担ぎ、参道の石段を勇壮に駆け下りました。

し

材
が

者

むすんで〜♪ひらいて〜♪
４月７日、多賀幼稚園の入園式が行われました。子どもたち
が手ぶりを交えながら歌を歌いました。
楽しい幼稚園生活を送ってください！

６月 June

各種相談日

マークの説明

■施設休館日
図 図書館休館日 ☎0557(86)6591
起 起雲閣休館日 ☎0557(86)3101
釣 熱海港海釣り施設休館日 ☎0557(85)8600
マ マリンスパ休館日 ☎0557(86)2020
■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行 行政相談 13:00 〜 15:00
法 法律相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
消 消費生活相談 13:00 〜 16:00
建 建築相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
人 人権よろず相談 13:00 〜 16:00
交 交通事故相談 ( 予約制 )10:00 〜 15:00
不 不動産相談 13:00〜15:00
■福祉関係相談 福祉センター ☎0557(86)6335
身 身体障がい者相談会 9:30 〜 11:30
知 知的障がい者相談会 10:30 〜 12:00
ぷ 精神障がい者憩いの場｢ぷらむ｣ 13:00 〜 16:00
障 障がい者就労支援相談 10:30 〜 12:00
何 身体障がい者「何でも相談」13:00 〜 15:00
精 精神障がい者相談会 10:00 〜 12:00
■福祉関係相談
熱海健康福祉センター ☎0557(82)9120
心 こころの健康相談 ( 予約制 ) 13:30 〜 15:00

６月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
７日㈫ 網代小学校
21日㈫ 大縄公園
海光園
１日㈬ スルガケアサービス
15日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
２日㈭
泉支所
16日㈭
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
３日㈮
七尾団地集会場
17日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
14日㈫
第二小学校
28日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
８日㈬ 第一小学校
22日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
９日㈭
多賀中学校正面玄関前
23日㈭
10日㈮ 熱海中学校
24日㈮

時間
13：15〜14：15
14：45〜15：30
13：00〜13：30
13：45〜14：15
14：30〜15：00
15：15〜16：00
13：00〜13：35
13：50〜14：20
15：10〜16：00
10：00〜10：30
10：45〜11：15
13：15〜13：45
14：00〜14：45
15：00〜16：00
12：30〜13：30
10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：00〜15：35
12：40〜13：30
12：40〜13：30

◇市役所 ( 代表 ) ☎0557(86)6000
◇南熱海支所 ☎0557(68)2151
◇泉支所 ☎0465(62)2335
◇エコプラント姫の沢 ☎0557(82)1153
◇南熱海マリンホール ☎0557(68)4778
■火災情報・救急当番医の情報は
火災・救急テレホンサービス ☎0557(81)9911
■学校・家庭・心の問題などの相談は
ふれあい電話相談 ☎0557(81)8080
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施設休業日

1㈬

行

熱海梅園初川清流ほたる観賞の夕べ（熱海梅園）※12日まで

起
マ

2㈭

法

◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：00

マ

3㈮

●献血（市役所第二庁舎駐車場）10：00〜12：00、
13：15〜16：00

4㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）９：00〜15：00 ※５日まで
初島花火大会（初島第二漁港）20：00〜20：20
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

5㈰
6㈪

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）９：30〜11：30
●０歳児サークルアイアイ「ベビーマッサージ」
（マリンホール）10：00〜11：00
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00
●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

7㈫
8㈬
9㈭

図

消身

起

心
法

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

●にこにこサロン「おたのしみ会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

10 ㈮
11 ㈯

日曜朝市（渚小公園）７：00〜11：00
●熱海子育て支援センター「ファミリーデー」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

12 ㈰
人消
知

●南熱海子育て支援センター「歯のみがき方教室」
（多賀保育園）９：00〜12：00

図

行

●にこにこサロン「よみきかせ」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

起
釣

16 ㈭

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）
９：00〜11：15

マ

17 ㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）９：30〜10：00

18 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）９：00〜15：00 ※19日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

13 ㈪
14 ㈫
15 ㈬

19 ㈰
20 ㈪

消
精ぷ

●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

21 ㈫

建

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）９：30〜11：30
◆１歳歯磨き教室（いきいきプラザ）10：00〜・11：00〜
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

法

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）９：30〜10：30
●熱海子育て支援センター「春のぴょこっこ運動会」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

マ

●南熱海子育て支援センター「海あそび」
（長浜海水浴場）
９：00〜12：00
●にこにこサロン「南熱海よみきかせの会」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00

図

22 ㈬
23 ㈭

起

24 ㈮
25 ㈯
26 ㈰
27 ㈪

図

日曜朝市（渚小公園）７：00〜11：00
人消
障何

図

28 ㈫
29 ㈬
30 ㈭

起
マ

は各種相談会の開催日です。また、
は施設
の休館日です。相談会の種類、時間、場所および休館
施設名は頁左側の「マークの説明」をご参照ください。

室
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熱海市立図書館「会話ができる児童室」が本格実施しました！！
お子さんの声を気にせずゆっくり本を読んだり、ママさん同士の情報交換や交流の場、子育てサークル
の場としてもご利用ください。最近では、保育園、幼稚園の利用も増えています。
また、「お子さん連れでもＯＫ」を合言葉に「親子でちょこっと英会話」（第１・第３木曜日午前10
時〜）も開催されています。
この機会にぜひ、図書館デビューをし、新しい児童室の過ごし方を皆さんで作りましょう。
実施日
土・日・祝日、小中学校の春・夏・冬休みを除く平日
時 間
午前９時〜午後５時 （児童室開館時間）
場 所
図書館５階児童室
＊軽飲食をする場合、空いていれば、和室や５階会議室を開放しますのでお声かけください。
問い合わせ

納期のお知らせ

５月31日（火）
■軽自動車税
【債権回収室】☎0557(86)6165
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

図書館☎0557(86)6591

『あたみ子育てコミュニティ〜warmy〜ウォーミー』
熱海で子育てをしよう♪ をスローガンに、熱海で子育て中の
親子をさまざまな形でサポートしていくボランティア団体warmy〜
ウォーミーが活動しています。warmy〜ウォーミーは、熱海の温泉で
癒されたいママの気持ち「あったまろ〜」から生まれました！
図書館を中心に、親子で楽しむイベントや子育ての情報交換の場
などを企画・発信していきます。
一緒に「熱海で子育て♪」を楽しみませんか？
連絡先：atami.kosodate.warmy@gmail.com(代表 安藤)
☎0557(86)6591(図書館)

熱海市メールマガジン http：//www.city.atami.shizuoka.jp/mailmagazine/

広報あたみラジオ放送ＦＭ熱海湯河原79.6MHz

広報あたみは再生紙を使用しています。
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