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みんなで食べるとおいしいね！
夏休み中の小学生が体験学習などを行う「公民館寺子屋」。会場
の１つである泉公民館では、８月７日に流しそうめん体験が行われ
ました。夏の暑い日に、自分たちで竹を加工して作った装置で食べ
る流しそうめんは格別。「おいしい！」という元気な声が響いてい
ました。
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億円

市民の皆さんには︑﹁広報あた
み﹂などを通じて︑ごみの減量のご
協力をお願いしているところです︒
今回は︑現在改修が行われている
﹃エコ・プラント姫の沢﹄の焼却炉
を通じて︑分別の必要性についてご
紹介します︒

焼却炉の改修に約
平成 年度に竣工したエコ・プラ
ント姫の沢は︑初島を除く熱海市全
域の燃えるごみを焼却処分しており︑
今年度で 年目を迎えます︒
施設の外観からはその変化はあま
り感じられませんが︑実は焼却炉な
どは経年劣化が著しく︑平成 年度
から 年度までの４カ年で約 億円
かけて特に劣化の著しい機械類や電
気機器を更新︑修繕しています︒
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改修する際の焼却炉の中からは︑
燃え残った金属類が多数出てきただ
けでなく︑耐火壁には溶けたガラス
が固着していました︒不燃ごみが混
ざることは︑機器をすり減らし︑故
障させ︑焼却炉の寿命を縮める要因
となっています︒
また︑焼却灰や排ガスから有害物
質を出す原因ともなります︒

焼却炉の寿命を縮める
不燃ごみの混入
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正しい分別で

焼却炉を大切に
問い合わせ：環境センター☎0557(82)1153

2

広報あたみ 2016.9

問．着なくなった洋服や、使わなくなったタオル
などの古布は、指定袋以外で出してもよい。
答．
古布は資源ごみです。袋などに入れて、「古
布」とマジックなどで表示して出しましょう。
指定袋は可燃ごみのみに使用してください。
回収日は古紙の日と同じです。

1

今︑皆さんができること

問．木の枝を50cm以内に切って、ヒモでまとめ
てごみステーションに出した。
答．×
熱海市指定
木の枝は可燃ごみです。
指定袋に、はみ出さないように
入れて出しましょう。

４カ年の改修後︑できるだけ長く
焼却炉を使うためにも︑またごみを
減量するためにも︑各家庭において
正しく分別していただくことが欠か
せません︒
﹁可燃ごみ﹂﹁カン類﹂﹁金属類﹂
﹁びん・セトモノ類﹂﹁古紙・古布
類﹂﹁ペットボトル﹂﹁白色トレー﹂
などに分別し︑決められた日に出し
ましょう︒また︑分別の徹底により
資源循環の促進につなげましょう︒

問．乾電池をびん・セトモノ類の日に出した。
答．
透明な袋に入れて、びん・セトモノ類の日に
出しましょう。※ボタン電池は除く

■飲料缶や金属類︑セトモノ
ごみクレーンなどの機器をすり減
らすほか︑燃え残って︑燃焼装置
などを故障させてしまう原因とな
ります︒
■アルミ缶・ビン・ガラス類
溶けて炉内の耐火壁に固着し︑炉
内が狭くなる原因となります︒
■乾電池類
機器をすり減らすうえ︑焼却灰や
排ガスから有害物質が検出されて
しまう要因となります︒

クイズ！「正しいごみの捨て方は？」

2
施設内は劣化しています
１＿ごみクレーンで焼却炉にごみを投
入する様子。金属が混ざっていると機
械をすり減らす要因となる。
２＿びんやガラス類などが溶けて耐火
壁に固着している様子。これが積み重
なると炉内が狭くなってしまう。

3

3

３＿燃え残った多数の金属類。焼却炉
を掃除するたびに、この位の量が回収
される。

﹁文化の秋﹂この施設知っていますか？

4

( ６)２３１

この８枚の写真を見て︑どこの施設か分かりますか？
熱海市が所有している文化施設はいくつかありますが︑起雲閣や旧日
向別邸はテレビや雑誌などで紹介される機会も度々あり︑市民の皆さん
には身近な施設だと思います︒
今回の特集は︑起雲閣や旧日向別邸みたいには目立たないけれど︑
熱海の文化を育んだその他の施設にスポットを当てて紹介したいと思
います︒
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熱海の文化施設

文化施設室 ☎０５５７
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おすすめ熱海の文化施設
右ページの各1〜8の写真を見て、それぞれどこの文化施設か分かりましたか？熱海の文化施設おすすめの8施設を紹介します！
いけ だ ま す お

さ とうよう こ

５ 池田満寿夫・佐藤陽子

そうさく

いえ

創作の家

版画、油絵、陶芸、書、小説
などあらゆる分野で活躍した芸
術家池田満寿夫と世界を舞台に
活躍したヴァイオリニスト佐藤
陽子の天才２人が共に暮らした
愛と創作の家。池田満寿夫の直
筆原稿、佐藤陽子が演奏活動で
使用したドレスや楽譜も展示し
ています。
２人が過ごしたリビングでは、作品を観賞
おすすめ
しながらくつろいだ時間を過ごすことができます。
なかやましんぺい き ねんかん

さわ だ せいこう き ねんびじゅつかん

１ 澤田政廣記念美術館
熱海市名誉市民・文化勲章受
章者の澤田政廣の代表作品を集
めた美術館。
多くの木彫作品をはじめ、絵
画・墨彩・陶芸・版画・書など、あ
らゆる領域にわたり力強く生命感
と詩情にあふれた芸術作品を展
示しています。12月18日までは、特別展として立体作品のイ
メージと造形展を開催しています。
あか み かげいし
エントランスでは、頭上と赤御影石の床に映る
おすすめ
ステンドグラス「飛天」の両方を楽しむことができます。
さ さ き のぶつなきゅうきょ

りょうかんそう

６ 中山晋平記念館

２ 佐佐木信綱旧居

大正初期から大衆音楽の普及
に大きな足跡を残した著名な作
曲家中山晋平の居宅を西山町よ
り梅園内に移築し、一般公開し
ています。中山晋平は、東京都
中野区より熱海市に移住し昭和
27年に亡くなるまで居住してい
ました。また、伊豆山幼稚園の園歌の作曲は中山晋平が
行い、今でも歌いつがれています。
おすすめ
館内では、作曲に使用したピアノや直筆の譜
面、当時のレコードなど貴重な物を見ることができます。

国文学者で特に「万葉集」の
研究者として優れた業績を残し
た佐佐木信綱の旧宅。信綱は病
後の静養の地として、昭和19年
に温暖な熱海に居を構え晩年を
過ごしました。信綱の没後は、
洋画家、宮本三郎が別荘兼アト
リエとしても使用していました。
おすすめ
建物の内部には入れませんが、庭園には
「万葉集」に歌われた草木が数多く植えられ、信綱の詠
んだ歌の説明板が配置されています。

すぎもとその こ きゅうきょ

７ 杉本苑子旧居

さいえん

彩苑

女流作家の第一人者であり熱
海市名誉市民・文化勲章受章者
の杉本苑子ゆかりの資料館。
こしゅう
「孤愁の岸」（直木賞）、「滝
沢馬琴」（吉川英治文学賞）な
どの作品で知られる歴史作家で
す。約15年間、ここで執筆しま
した。
本人の直筆の原稿と製本したものを見比べ
おすすめ
るのも面白いです。杉本苑子の作品のほか、熱海にゆか
りのある文化人の作品や愛用品などを展示しています。
いけ だ ま す お き ねんかん

凌寒荘

い ず さんきょうど し りょうかん

３ 伊豆山郷土資料館

伊豆山神社の所蔵品を中心に、
源氏ゆかりの伊豆山の至宝の
数々が収蔵されています。特に、
どう ぞうそうとうごんげんりゅうぞう
県指定の銅造走湯権現立像や
わき じ ぞう
もく ぞうほうかん あ み だ にょらい ぞう
木造宝冠阿弥陀如来像や脇侍像、
だん しんりゅうぞう
じょ しんりゅうぞう
男神立像、女神立像など貴重な
資料を展示しています。
２年の歳月をかけて修復された銅造走湯権
現立像は、本年２月に奈良国立博物館で特別展示されま
した。
おすすめ

つぼうちしょうようきゅうきょ

そう し しゃ

８ 池田満寿夫記念館

４ 坪内逍遙旧居

池田満寿夫が晩年に力を注い
だ 陶 芸 作 品を中 心にブロンズ
像、書、版画、絵画などが展示
されています。
記念館の隣には、新たに取り
組み始めた作陶の場として、工
房を構え、満寿夫の「満」と
パートナーの佐藤陽子の「陽」をとって『満陽工房』と
名付けました。
てん にょ む げん
おすすめ
大作「天女夢幻」は必見！また、庭園内には
「天使の翼」など巨大なオブジェを多数展示しています。

シェイクスピアの翻訳家とし
ても有名な明治の文豪坪内逍遙
が、自ら建物と庭園を設計し、
亡くなるまでの15年間を過ごし
た住居です。庭にある２本の柿
の古木から双柿舎の名がつけら
れました。毎年２月28日の命日
には、起雲閣で、逍遙を偲ぶ記
念祭が行われます。
へんがく
あい づ や いち
門にかけられた扁額は、歌人の会津八一の
おすすめ
筆によるものです。
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双柿舎

熱海の文化施設へ行こう！
施設名

所在地

1

休館日または開館日

梅園町9-46

澤田政廣記念美術館

9：00-16：30

（81）9211
西山町12-18

佐佐木信綱旧居

土・日曜日のみ開館

☎0557

凌寒荘

10：00-16：00

（81）4433

3

伊豆山郷土資料館

休館日 水曜日
（祝日の場合は開館）
※ただし、翌日休館とする

伊豆山708-2
☎0557
（80）4252

4

水口町11-17

坪内逍遙旧居

日曜日のみ開館

☎0557

双柿舎

5

9：00-16：00

池田満寿夫・佐藤陽子

創作の家

休館日 火曜日
（祝日の場合は開館）

海光町10-24
☎0557

9：00-16：30
（入館締切16：00）

（81）3258

6

熱海梅園内

中山晋平記念館

休館日

☎0557

7

西熱海町2-12-3

杉本苑子旧居

彩

☎0557

苑

（85）7377

8

下多賀1130-1

池田満寿夫記念館

☎0557
（68）3258

★

熱海市指定有形文化財

起雲閣

●

旧日向別邸

日曜日のみ開館
10：00-16：00
土･日・月・祝祭日開館
9：00-16：30
（入館締切16：00）
休館日 水曜日
（祝日の場合は開館）

昭和町4-2
☎0557
（86）3101

ブルーノ･タウト熱海の家

木曜日

10：00-15：30

（85）1933

春日町8-37
☎0557
（81）2747

320円
210円
無料

無料

大人
中高生
小学生

9：00-17：00
（入館締切16：30）
土・日・祝祭日開館
（★予約制）
①10：00- ②11：00③13：00- ④14：00⑤15：00-

大人
中高生
小学生

大人
中高生
小学生

210円
100円
無料

無料

150円
100円
無料

大人
100円
70円
中高生
小学生 無料

無料

無料

10：00-16：00

（81）2232

大人
中高生
小学生

市民、団体等料金

300円
200円
無料

大人
中高生
小学生

無料

無料

無料

無料

200円
100円
無料

大人
中高生
小学生

510円
300円
無料

大人
中高生
小学生

410円
200円
無料

大人
中高生
小学生

510円
300円
無料

大人
中高生
小学生

410円
200円
無料

大人
中高生
小学生

300円
200円
無料

大人
中高生
小学生

200円
100円
無料

海と豊かな自然に囲まれた温かな人の暮らしが息づいている熱海︒
かつて︑多くの文人・墨客が訪れた土地の文化を知るのもよし・・
そうだ！文化施設へ行ってみよう！

2

休館日 月曜日
（祝日の場合は開館）

☎0557

一般入館料

文化施設マップ
多賀地区
7 彩 苑

梅園

2凌寒荘
4 双柿舎

3 伊豆山郷土資料館

来宮駅
第一小学校

８ 池田満寿夫記念館
1 澤田政廣記念美術館

海蔵寺

5 池田満寿夫・佐藤陽子
旧日向別邸

市役所

創作の家

伊豆山神社

熱海駅

6 中山晋平記念館

★起雲閣

熱海湾
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市民室窓口手続きガイド
問い合わせ

市民室☎0557(86)6255

市民室では、引っ越しの際の住民登録の届出や、出生届・死亡届などの戸籍の届出、印鑑登録、パスポート、住民票
などの各種証明書に関する窓口業務を行っています。
ここでは、市民室の窓口での手続きでそれぞれ必要になるものなどをまとめて掲載しています。「よくある質問と回
答」とあわせて、ぜひお役立てください。
ご不明な点は、市民室までお問い合わせください。

よ

くある質問と回答

市民室に多く寄せられる質問をまとめました。各種届出や証明書については、
８ページ以降に掲載していますので、ご確認ください。

「本人確認書類」とは何を指しますか？

Ｑ
Ａ

本人が窓口に行けないのですが……。

Ｑ
Ａ

住民登録の届出や印鑑登録、パスポートの申請や各

原則は「官公庁が発行している書類」です。
運転免許証やパスポートなどの顔写真が付いている

種証明書の請求は代理人でも可能です。ただし、パス

ものは１点で構いませんが、国民健康保険被保険者証

ポートの申請を除き、代理人の場合は委任状または成

や年金手帳など、氏名や生年月日・住所の記載があっ

年後見登記事項証明書が必要です（パスポートは申請

ても顔写真がないものは、２点以上必要です。窓口で

書の裏面に委任申出書があります）。また、代理人も

の手続きの多くの場合で必要なので、忘れずにお持ち

本人確認書類が必要ですので、ご注意ください。

ください。
委任状には決められた書式がありますか？

Ｑ
Ｑ

支所でも市民室の窓口と同じ手続きはできますか？

Ａ
住民登録などの届出や印鑑登録、各種証明書の手続
きが行えます。ただし、パスポートの申請・受け取り

Ａ
委任状の書式は任意ですが、熱海市のホームページ
や市民室・各支所の窓口に書式を用意してありますの
で、ぜひご利用ください。

は支所では扱っていません。
戸籍や住民票は、親族であれば請求できますか？

Ｑ
Ａ
Ｑ

パスポートは申請後すぐに受け取れますか？

Ａ
パスポートは、申請から受け取りまで８営業日
（土・日・祝日・年末年始を除く）かかります。例え
ば、月曜日に申請した場合、祝日などがなければ翌週
の水曜日に受け取りができます。祝日があると受け取
りはこれよりも遅くなりますので、パスポートの申請
は余裕を持ってお願いします。

親族でも請求できない場合があります。
戸籍の場合、同じ戸籍に記載されている人またはそ
の配偶者、直系親族（両親や祖父母、子や孫など）で
あれば請求ができますが、上記以外の人が請求する場
合には委任状が必要です。
住民票は、本人または本人と同じ世帯の人であれば
請求できます。親子や兄弟であったり、一緒に住んで
いて住所が同じ場合でも、別世帯であれば委任状が必
要です。

各種届出や証明書については、８ページ以降をご覧ください。
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印

鑑登録

申請・受領

本人または代理人

必要なもの

登録する印鑑

手数料

200円

即日登録できる場合

※必ず本人が来庁してください。

○顔写真付きの本人確認書類を持参する。
○顔写真付きの本人確認書類がない人は、申請書に保証人（熱海市に印鑑登
録している人）の住所・生年月日・署名・登録番号の記入、登録印の捺印を

※15歳未満の人および成年被後見人
は登録することができません。

して持参する。
※顔写真付きの本人確認書類がない場合や代理人が申請する場合は、即日
登録ができません。なお、代理人が申請する場合は、委任状または代理人選
任届、代理人の認印・本人確認書類が必要です。

登録できる印鑑
○住民票に記載されている氏名または氏名の一部を組み合わせているもの ○ゴム印など変形しやすい材質でな
いもの ○市販されている既製のものでないもの ○印影の鮮明なもの ○一辺の長さが８mm〜25mmのもの

各

種証明書
種類

戸籍の全部事項証明書
戸籍の個人事項証明書
（戸籍謄本・抄本）

手数料（１通） 請求者（使う人）

来庁者

必要なもの

本人
配偶者
直系親族

本人
配偶者
直系親族

○本人確認書類
○直系親族であることが確認できる書
類（熱海市で確認できない場合のみ）

450円

除籍の全部事項証明書
除籍の個人事項証明書
（除籍謄本・抄本）
改製原戸籍謄本・抄本

750円

戸籍の全部証明書
戸籍の一部証明書
（戸籍の附票の写し）

200円

戸籍の受理証明書

350円

届出人

届出人本人

○本人確認書類

身分証明書

200円

本人

本人

○本人確認書類

住民票の写し

300円

本人
同世帯員

本人
同世帯員

住民票記載事項証明書

200円

本人
同世帯員

本人
同世帯員

印鑑登録証明書

300円

本人

本人

○本人確認書類
※同居していても、別世帯の場合には
委任状が必要です。
○提出先所定の証明用紙
○本人確認書類
○印鑑登録証

※代理人が窓口に来庁して手続きを行うことができます。その際には、委任状または成年後見登記事項証明書
と代理人の本人確認書類を忘れずにお持ちください。印鑑登録証明書の場合には登録者本人の印鑑登録証をお
持ちください。
広報あたみ 2016.9
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市民室窓口手続きガイド

住

民登録の届出
転入届

熱海市に
引っ越してくる

引っ越した日から14日以内

いつまでに

転出届

他の市区町村へ
引っ越す

引っ越す日までに

※引っ越す前の届出は不可
本人、世帯員または代理人

誰が

必要なもの

熱海市内で
引っ越す

転居届

○転出証明書
○個人番号通知カードまたは個
人番号カード
○年金手帳（国民年金加入者の
み）

○個人番号通知カードまたは個
人番号カード
○年金手帳（国民年金加入者の
み）

○個人番号カード（交付を受け
ている人のみ）
○印鑑登録証（登録者のみ）

○届出人の本人確認書類 ○印鑑
○委任状または成年後見登記事項証明書（代理人が届出をする場合のみ）
〈以下は交付を受けている人や該当者のみ〉
○住民基本台帳カード ○国民健康保険被保険者証 ○後期高齢者医療被保険者証
○介護保険被保険者証 ○在留カードまたは特別永住者証明書

戸

籍の届出
出生届

死亡届

婚姻届

離婚届

いつまでに

子が生まれた日から
14日以内

死亡の事実を知った日
から７日以内

婚姻するとき

離婚するとき

どこへ

子の本籍地、出生地、
届出人の所在地

死亡者の本籍地、死亡
地、届出人の所在地

夫または妻の本籍地、所在地

誰が

父または母

親族、同居人、家主など

夫および妻

○出生証明書（届書と
同一書式）
○母子健康手帳

○死亡診断書または死
体検案書（届書と同一
書式）

必要なもの

○父母の同意書（未成年
の場合）
○届書

パ

○届出人の本人確認書類
○戸籍の全部事項証明書（熱海市に戸籍がない場合）
○証人（成人）２人の署名押印

○届出人の印鑑

スポート
申請者

本人または代理人

受取人
本人

必要なもの
○申請書 ○戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書 ○顔写真（縦
45mm×横35mm、６カ月以内に撮影したもの） ○本人確認書類 ○以前取
得したパスポート

※パスポートの申請は、午前９時〜午後４時30分に受け付けています。
※手数料は通常の申請の場合、５年旅券は11,000円、10年旅券は16,000円かかります。
※戸籍の全部事項証明書を省略できる場合があります。その他不明な点は、市民室にお問い合わせください。
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第29回

主催：熱海市健康まつり実行委員会

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

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

日時：10月23日
（日）午前10時〜午後２時
場所：熱海市役所

第３庁舎・福祉センター

第３庁舎３階議場
市民健康講演会
ごえんせい

① 「誤嚥性肺炎の予防」
講師

熱海市医師会

時間

午前10時30分〜11時
そしゃく

健康 づくり

杉浦

誠先生

えんげ

② 「咀嚼と嚥下について」
講師

熱海市歯科医師会

谷口

時間

午前11時〜11時30分

富白先生

③ 「薬のカタチ、色々なお薬を知ろう」
講師

伊東・熱海薬剤師会

時間

午前11時30分〜正午

森

佳美先生

福祉センター
体験・クイズで学ぶ
●足指力・骨密度測定にチャレンジ！
〜あなたの骨は大丈夫？〜
（熱海市健康づくり推進委員連絡会）
（熱海市健康づくり課）

健康について、家族で考えるチャ
ンスです。ぜひご来場ください!

第３庁舎２階ホール・会議室
相談・展示・販売など
●お医者さんに気軽によろず相談
〜 健康相談、血圧測定、もの忘れ相談、
在宅医療・往診相談 〜（熱海市医師会）
●歯科健康相談
〜 歯科相談、あなたにあった歯磨き方法 〜
（熱海市歯科医師会）
●薬局を利用しよう（伊東・熱海薬剤師会）
●野菜を食べよう、食に関する展示
（熱海市健康づくり食生活推進協議会）
●結核予防クイズ、展示、バザー
（静岡県結核予防婦人会熱海地区支部）
●あなたの手洗いを検証！！
〜家庭でできる感染防止〜（静岡県看護協会）
●高齢者よろず相談（熱海地域包括支援センター）
●熱海・伊東圏域地域リハビリテーション推進事業
●軽食（赤飯・饅頭・ゼリー）・廃油石鹸販売
（熱海市健康づくり食生活推進協議会）
●自然農法の安心・安全な野菜の販売
（ＭＯＡ自然農法の会）
●手づくりバン・飲み物販売（陽光の園）

●乳がんモデルを触ってみよう！！
（協力：国際医療福祉大学熱海病院・熱海所記念病院）
●疾病予防・健康づくりについて
〜肝炎・エイズ・タバコ・食育に関するクイズ、展示〜
（静岡県熱海健康福祉センター・保健所）
●大腸がんクイズラリー
（熱海市健康づくり課）
●ニュースポーツ（ペタボード体験）
（熱海市健康づくり課）

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４
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実施医療機関

所在地

高齢者の
インフルエンザの
予防接種の
お知らせ

60

15

月 日から高齢者を対象とし
たインフルエンザの予防接種を開始
します︒インフルエンザの予防の基
本は︑流行する前に予防接種を受け
ることです︒
希望者は︑下の表に載っている実
施医療機関に電話で予約してくださ
い︒接種の際には︑保険証などの年
齢と住所の確認できるものをお持ち
ください︒

対象者
①熱海市に住民登録のある 歳以上
の人
② 歳以上 歳未満で︑心臓︑腎臓
もしくは呼吸器の機能︑またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障がいがある人
期間・回数
月 日︵ 土 ︶〜 月 日︵ 水 ︶の 間
に１回
接種費用︵自己負担金︶
１︐５００円
10

10
15

電話番号

所在地

実施医療機関

電話番号

下多賀

☎0557(68)4836

アオキクリニック

中央町

☎0557(81)7285

熱海

☎0557(48)7404

熱海ちとせ病院

泉

☎0465(63)5881

清水町

☎0557(86)0930

熱海所記念病院

昭和町

☎0557(82)3000

熱海よしやまクリニック

田原本町

☎0557(85)7300

魚住内科医院

上多賀

☎0557(68)5201

内田耳鼻咽喉科

上宿町

☎0557(81)3313

小澤医院

清水町

☎0557(81)5757

河西内科循環器科クリニック

中央町

☎0557(83)7830

国際医療福祉大学熱海病院

東海岸町

☎0557(81)9171

鈴木医院

清水町

☎0557(81)2632

多田医院

中央町

☎0557(81)2720

谷口外科医院

水口町

☎0557(82)6101

なでしこクリニックあたみ

昭和町

☎0557(85)5500

のざき整形外科医院

和田町

☎0557(81)1171

服部医院

網代

☎0557(68)0050

梅園ヘルスケアクリニック

梅園町

☎0557(84)0471

三田村医院

網代

☎0557(68)0143

南あたみ第一病院

下多賀

☎0557(68)2218

安井医院

昭和町

☎0557(81)0501

ライフケア診療所

咲見町

☎0557(82)7628

渡辺耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック

田原本町

☎0557(81)6396

初島診療所

初島

☎0557(67)1423

相磯クリニック
熱海

海の見える病院

熱海ゆずクリニック

男性料理教室

〜スペイン料理

パエリアに挑戦〜

今回はお店でしか味わえないと思いがちな、スペイン料理の人気メニュー パエリア に挑
戦をします。お米と野菜、魚介類や肉を炊き込む料理は、彩りもよく、お客様にも、もてなし
料理として喜ばれます。
毎回、料理の基本からちょっとしたごちそうメニューまで実習をします。料理が不得意でも
男性しかいない教室では心配無用です。
初めての人も安心してお申し込みください。大勢の参加をお待ちしています。
日時 10月24日(月)午前10時〜午後２時
場所 いきいきプラザ４階
内容 調理実習・ランチ交流会
参加費 1,000円（当日徴収）
＊10月20日以降のキャンセルはキャンセル料がかかります。
持ち物 エプロン、三角巾（大きなハンカチ）、
手ふきタオル
募集人数 30人（定員になり次第締め切り）
申込期限 10月17日(月)
主催 熱海市健康づくり食生活推進協議会
＊写真はイメージです
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マンション管理セミナー＆
無料相談会

国史跡指定記念シンポジウム

「ザ・ロックフェス！石丁場遺跡の魅力を語る」

建築住宅室☎0557(86)6425

静岡県、熱海市、一般社団法人
静岡県マンション管理士会の共催
により、マンション管理に関する
講演と情報交換会、個別相談会を
開催します（いずれも無料）。
日時：10月22日(土)
午後１時30分〜４時30分
場所：起雲閣 音楽サロン
内容：◆講演「標準管理規約の
改正とそのねらい及び民泊対応」、
◆情報交換会「よそのマンション
はどうしてるの？」、◆個別無料
相談会（事前申込が必要です）

しずおか文化財ウィーク推進事業の一環として、国指定史跡と
なった江戸城石垣石丁場跡のシンポジウムを開催します。
日時：10月29日(土) 午後１時〜
場所：南熱海マリンホール 中ホール
内容：熱海・伊東・小田原の石丁場の説明
記念講演 文化庁記念物課調査官 近江俊秀 先生
参加方法：事前申込、参加費は不要です。直接ご来場ください。
※当日は、「福祉まつり」も開催されますので、ご来場は公共交通
機関をご利用ください。
問い合わせ：文化交流室☎0557(86)6234

第66回

熱海市民文化祭の日程

文化の秋、多くの皆さんのご来場をお待ちしています。

行政書士無料相談会

行事

静岡県行政書士会熱海支部
☎0557(67)7505

山草展

行政書士は、依頼を受けて官公
署に提出する書類などの作成を行
います。このたび、静岡県行政書
士会熱海支部では無料相談所を開
設し、相続や遺言、成年後見など
皆さんのご質問にお答えします。
日時：10月７日(金)
午前10時〜午後３時
場所：熱海市役所第１庁舎
３階ミーティングスペース

全国一斉！法務局休日相談所
静岡地方法務局沼津支局総務課
☎055(923)1201

静岡地方法務局では、「全国一
斉！法務局休日相談所」を開設し
ます。予約優先ですので、事前に
電話でお申し込みください。
日時：10月２日(日)
午前10時〜午後４時
場所：静岡地方法務局沼津支局
（沼津市杉崎町６−20）

統計情報

書道展

日時
10月29日(土) 9:00〜16:00
30日(日) 9:00〜15:00
10月29日(土) 9:00〜16:00
30日(日) 9:00〜16:00

短歌大会

11月１日(火) 13:00〜16:00

フラダンス発表会

11月３日(木祝) 10:30〜15:00

手工芸展
華道展

11月４日(金) 9:00〜16:00
５日(土) 9:00〜15:00
11月４日(金) 12:00〜16:00
５日(土) 9:00〜16:00

レクダンス大会

11月５日(土) 12:00〜16:00

お茶会

11月６日(日) 10:00〜14:30

押花展

11月７日(月) 12:00〜16:00
８日(火) 9:00〜15:00

俳句大会

11月８日(火) 10:00〜15:30

社交ダンスフェスタ

11月９日(水) 10:00〜12:30

美術展

11月11日(金) 9:00〜17:00
12日(土) 9:00〜16:00

音楽発表会

11月13日(日) 12:30〜16:00

民謡発表会

11月13日(日) 11:00〜16:00

詩吟・詩舞大会

11月20日(日) 13:00〜16:00

問い合わせ：文化交流室☎0557(86)6234

７月末の人口
人

男
女

口

37,879 人
17,132 人
20,747 人

場所
起雲閣
音楽サロン
起雲閣
ギャラリー
いきいきプラザ
多目的会議室
南熱海マリンホール
中ホール
起雲閣
ギャラリー
起雲閣
音楽サロン
南熱海マリンホール
スポーツホール
起雲閣
ギャラリー・和室
起雲閣
ギャラリー
いきいきプラザ
多目的会議室
いきいきプラザ
多目的会議室
起雲閣
ギャラリー
起雲閣
音楽サロン
南熱海マリンホール
中ホール
南熱海マリンホール
中ホール

世帯数
21,372 世帯
人口前月比
10 人増

７月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,723
約 329
約2,052
95.5

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,747 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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湯前神社秋季例大祭の開催

浄化槽の使用には定期的な
維持管理が必要です

熱海温泉組合☎0557(81)2324

湯のまち熱海に湧出する泉脈が
絶えることのないように、また熱
海温泉がますます繁栄することを
祈願して、春と秋の２回、例大祭
が行われています。
秋の例大祭期間中は、古式ゆか
しい「献湯祭」や江戸城へお湯を
運んだという故事を再現した「湯
汲み道中パレード」などが行われ
ます。
日にち：10月１日(土)・２日(日)
場所：湯前神社、熱海駅前足湯
横広場ほか
１日の内容：「湯汲み神事（熱海
駅前足湯横広場）、湯汲み道中パ
と ぎょ
レード、宮神輿・連合神輿渡御」
２日の内容：「献湯祭（湯前神
社）、ふれあい昔遊び、湯前福当
て抽選会」

国民健康保険被保険者証の更新
保険年金室☎0557(86)6268

10月１日から国民健康保険被
保険者証が更新されます。
新しい保険証(うぐいす色)を発
送しましたので、９月下旬になっ
ても届かない場合は、保険年金室
までお問い合わせください。
なお、有効期限の切れた保険証
は10月以降に市役所保険年金室、
各支所窓口にご返却ください。
また、昨年に引き続き「ジェネ
リック医薬品希望カード」を同封
しましたので、積極的にご活用く
ださい。

東部健康福祉センター
☎055(920)2136

浄化槽は水中の微生物の働きを
利用して汚水を浄化するものです。
つまり微生物が汚水の中の汚物を
食べ、きれいな水だけを残します。
微生物は、空気を好まないもの
と、空気がないと弱ってしまうも
のがいて、定期的な点検を怠ると
汚水の浄化に影響がでます。
浄化槽の維持管理の目安は以下
のとおりですので、定期的な維持
管理をお願いします。
◆清掃 １年に１回以上
◆法定検査 １年に１回（県で
指定した静岡県生活科学検査セン
ターに依頼して実施）
◆保守点検 おおむね１年に３〜
４回（種類によって異なります）

「国の教育ローン」
(日本政策金融公庫)のご案内
教育ローンコールセンター
☎0570-008656

入学時や在学時に必要となる資
金を融資する公的な制度です。
対象：高校・短大・大学・専修
学校などに入学・在学する人の保
護者（所得制限あり）
融資額：学生・生徒１人あたり
350万円以内
返済期間：15年以内（母子家庭
の人などは18年以内）
利率：年1.9％（平成28年５月
10日現在、母子家庭の人などは
年1.5％）
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

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

巡回行政相談の開催
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
相談を実施します。
日にち：10月19日(水)
時間と場所：午前10時〜11時
30分 七尾団地集会所、午後１
時〜２時30分 泉公民館

熱海市社会福祉大会の開催
長寿総務室☎0557(86)6323

熱海市では、社会福祉の発展に
功績のあった皆さんを顕彰すると
ともに、互いに支え合う地域福祉
の推進を目的に、熱海市社会福祉
大会を開催します。
本年は、「熊本地震災害ボラン
ティアを終えて」をテーマに講演
を行います。皆さんお誘いあわせ
のうえ、ぜひお越しください。
日時：10月25日(火)午後１時30分〜
場所：熱海市総合福祉センター
２階
◆記念講演
熱海市役所災害ボランティア派遣
職員による体験談など
◆式典・表彰
熱海市社会福祉大会会長表彰・感
謝状の贈呈、熱海市社会福祉協議
会会長表彰・感謝状の贈呈
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熱海ブランド

熱海市長
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熱海の﹁食のお土産﹂に対して︑ブラ
ンド認定事業を始めて６年目となりまし
た︒かつては熱海のお土産といえば温泉
饅頭と干物以外に何があるのかなどと
や ゆ
揶揄されたこともありましたが︑今では
事業所の 品目の商品が認定を受けて
います︒売り上げも上々で︑ 月に完成
予定の新熱海駅ビルに出店する予定です︒
先日︑商品の認定審査会が行われた際︑
しょうへい
特別招聘審査員の田崎真也さんの言葉が
心に残りました︒﹁商品のレベルが毎年
着実に上がってきている︒そしてこのよ
うな事業を続けることが︑熱海全体の食
のレベルを上げていく﹂という言葉です︒
﹁大きな目標は一朝一夕では実現できな
い︒一歩一歩進むしかないのだ﹂と私に
は聞こえました︒
熱海は過去 数年来で最も多くのお客
様を迎えるようになりました︒今最も大
切なことは︑来遊されるお客様が大きな
満足を感じて︑﹁また熱海に来たい﹂と
思っていただくことです︒そのためには
お土産や食のみならず︑ホテル・旅館や
タクシーの接客レベル︑そして市民の皆
さんの接遇レベルも上げていく必要があ
ります︒また︑歩いて気持ちが良いと感
じる遊歩道の整備や︑飲食店の快適な洗
面所など︑ハード︵施設︶のレベルも上
げていかなければなりません︒
満足度を上げることは簡単なことでは
なく︑長い時間と努力を必要とします︒
しかしこのことなくして﹁日本でナン
バーワンの温泉観光地﹂は生まれません︒
この高い目標に︑できることから着実に︑
そして継続的に取り組んでまいります︒

97

10

14

広報あたみ 2016.9

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

私も駅員さん！
８月24日、小学生が市内各所で職場見学
をするイベントが開催され、JR東日本熱海
駅では駅構内の放送などを体験しました。
振り込め詐欺にご注意を
８月1 2日、熱 海 駅 前広 場で 防 犯 啓 発イ ベント「ゆかた d e
POLICE」が開催されました。ゆかたを着た警察官やミス熱海
が観光客や市民の皆さんにちらしを配り、振り込め詐欺や置き
引きなどへの犯罪に対する注意を呼びかけました。

し
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者

古代に思いをはせながら……
まがたま
８月５日、いきいきプラザで「古代体験教室 勾玉つくり」が
開催されました。参加した子どもたちは真剣な眼差しで石を削
り、自分だけの勾玉つくりに取り組んでいました。

10月 October
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
■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
高 高次脳機能障がい相談 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

10 月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
４日㈫ 網代小学校
18日㈫ 大縄公園
海光園
５日㈬ スルガケアサービス
19日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
６日㈭
泉支所
20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
７日㈮
七尾団地集会場
21日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
11日㈫
第二小学校
25日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
12日㈬ 第一小学校
26日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
13日㈭
多賀中学校正面玄関前
27日㈭
14日㈮
熱海中学校
28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

15

各種相談日

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※２日まで
熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ Ｇ．Ｐ．
（長浜海浜公園）11：00〜15：00
あたみ湯ったりアートフェスティバル※12月４日まで
◆パパママクラス（いきいきプラザ）10：00〜12：00
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

1㈯
2㈰
3㈪

施設休業日

熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ Ｇ．Ｐ．
（長浜海浜公園）10：00〜14：00
図
マ

消身

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●０才児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）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

4㈫
5㈬

行

6㈭

法

マ

起
マ

●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30

マ

7㈮

●にこにこサロン「リトミック」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

マ

8㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※10日まで
熱海梅園アート・クラフトフェスティバル（熱海梅園）
9：30〜16：00 ※10日まで

9㈰
10 ㈪
11 ㈫

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
体育の日

図

12 ㈬

●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

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

13 ㈭

法

14 ㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00
●献血（市役所第２庁舎駐車場）10：00〜12：00、13：15〜16：00

15 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※16日まで
下多賀神社例大祭（下多賀神社）※16日まで
灯りの祭典（泉公園）20：00〜21：00
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

16 ㈰
17 ㈪

消知
精ぷ

18 ㈫

建

19 ㈬
20 ㈭

心

図

◆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
今宮神社例大祭（今宮神社）※20日まで

起
釣

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30
◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

マ

21 ㈮
22 ㈯

和田木神社例大祭（和田木神社）※23日まで
小山神明宮例大祭（小山神明宮）※23日まで

23 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

24 ㈪

消人
障何

図

25 ㈫
26 ㈬
27 ㈭
28
29
30
31

㈮
㈯
㈰
㈪

起
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・南熱海子育て支援センター合同
「運動会」
（南熱海マリンホール）10：00〜12：00

マ

●にこにこサロン「音楽会」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00

図

南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）11：00〜15：00
南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）10：00〜15：00
消

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：00〜13：30
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。

図

第41回 みんなの消費生活展
地球にやさしい環境づくり
★包丁研ぎ
１本200円１人１本まで
（先着60本）

消費者団体や消費生活研究グ
ループなどによる活動報告・
作品の展示を行います。
都合により内容が変更する場
合があります。

★牛乳パック６枚とトイレット
ペーパー１個を交換
（１人３個まで）
★フリーマーケット開催

日時：１０月１５日（土）９：３０〜１４：００
場所：熱海市役所第３庁舎
皆さんのご来場をお待ちしています
主催：みんなの消費生活展運営委員会

納期のお知らせ

９月３０日（金）
■国民健康保険税
第３期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■後期高齢者医療保険料
第２期
【保険年金室】☎0557(86)6257
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ：市民協働推進室☎0557(86)6197

たきぎのう

熱海初！あたみ海辺の薪能

海や月の光など大自然の美しさと、かが
り火の中で舞う薪能を初開催します（無
料）。日本の伝統文化を心行くまでお楽し
みください。
日時：10月14日（金）・15日（土）
午後１時〜７時
場所：熱海サンビーチ特設会場
問い合わせ

観光推進室

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

☎0557(86)6195

広報あたみラジオ放送ＦＭ熱海湯河原79.6MHz
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発行：熱海市／編集：秘書広報課広報情報室／〒413-8550 熱海市中央町1-1 ☎0557（ 86）6070

koho@city.atami.shizuoka.jp

