広報あたみ No.701 7月 10日発行
◆今月の主な内容◆
社会を明るくする運動 ･･････････････････････
敬老大会を開催します ･･････････････････････
子育て応援サイト「ママフレ」デビュー！ ･････
学級自慢（第一小・第二小）･･･････････････････

きれいな水になりました!
６月23日、浄水管理センターで下水道教室が開催され、伊豆
山小学校と桃山小学校の４年生が参加しました。浄水施設の見学で
は、浄化槽からすくい上げられたきれいな水を興味深そうに眺めて
いる姿が見られました。
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熱海地区では
保護司が不足しています

平成 年５月１日現在︑熱海保
護区では保護司定数 人に対し実
際の保護司は 人︵充足率 ・
７％︶と保護司が大変不足していま
す︒この充足率は県内 保護区中︑
ワースト２という状況にあり︑地域
で立ち直りを支えるという観点から
も︑保護司不足は喫緊の課題となっ
ています︒
保護司は︑法務大臣から委嘱され
る非常勤の国家公務員ですが︑ボラ
ンティアとして活動しています︒
主な活動は︑犯罪や非行をした人
が︑通常の社会生活を送りながら社
会の一員として立ち直れるよう︑定
期的な面接を行い︑生活上の助言な
どをし︑再犯の防止と社会復帰を援
助することです︒また︑刑務所や少
年院に収容されている人の
受け入れ態勢の調整や︑未
然に犯罪や非行を防ぐため
に地域と連携を図り︑予防
活動にも取り組んでいます︒
保護司の活動にご理解い
ただき︑活動に興味をもた
れた人は︑詳細を説明しま
すので︑まずは長寿総務室
までお問い合わせください︒
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犯罪のない地域 社 会 を 築 く
平成 年には受刑者の約６割が再犯
者によって占められています︒
また︑仕事に就いていない人は仕
事に就いている人と比べて再犯率が
４倍と高く︑また︑帰るべき場所が
ないまま出所した人の３人に１人が
２年以内に刑務所に戻っています︒
このように犯罪や非行の繰り返し
を食い止めるためには︑犯罪や非行
をした人を社会で孤立させないこと
が重要であり︑自立のためには︑仕
事や居場所の確保といった﹁地域社
会での受け入れ﹂をいかに進めてい
くことができるかが大きな鍵となっ
ています︒

立ち直りを支える
地域のチカラ
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それでは︑犯罪のない地域社会を
築く﹁社会を明るくする運動﹂とは︑
具体的にどのような活動なのでしょ
うか︒
熱海市における﹁社会を明るくす
る運動﹂は︑更生保護活動のボラン
ティア団体である熱海地区保護司会
と熱海地区更生保護女性会を中心に
実施されています︒
地域の皆さんが更生保護について
考える機会となるよう毎年７月初旬
に街頭キャンペーンを実施するほか︑
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全国的な運動
﹃社会を明るくする運動﹄はすべ
ての国民が︑犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理解
を深め︑それぞれの立場において力
を合わせ︑犯罪のない地域社会を築
こうとする全国的な運動で︑今年で
回目を迎えます︒法務省主唱の
運動で︑毎年７月を強調月間とし︑
全国各地でさまざまな活動が展開さ
れています︒

受刑者の６割は再犯者
受け入れ確保が鍵
安全で安心な暮らしはすべての人
の望みです︒しかしながら︑犯罪や
非行がなくなることはなく︑毎日の
ように事件のニュースが報道される
のはなぜなのでしょうか︒
犯罪や非行の原因は︑心理面や社
会面などにおけるさまざまな要因が
複雑に関連していると考えられます︒
しかし︑家族や地域社会とのつなが
りが希薄であり︑孤立していると
いった問題を抱えている人も少なく
ありません︒特に近年︑受刑者の再
犯者割合は一貫して上昇しており︑

社会を明るくする運動
第65回

65

〜犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ〜

更生保護マスコットキャラクター
更生ペンギンのホゴちゃん

「強調月間」 ７月１日〜31日
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熱海市内の全中学校において︑非行
事例に関するＤＶＤを視聴し︑中学
生・保護司・更生保護女性会員によ
る対話集会〝ミニ集会〟を実施し︑
中学生が非行予防や更生保護につい
て考える機会を提供しています︒毎
年開催される小中学生を対象とした
社会を明るくする作文コンテストで
は︑多くの市内小中学生が参加して
おり︑平成 年度は２人の児童・
生徒が静岡県で優秀な成績を収め︑
うち１人は全国で日本更生保護女性
連盟会長賞を受賞しました︒
また︑熱海地区更生保護女性会で
は︑﹁よい子は明るい家庭から﹂を
スローガンに︑布製おもちゃを作製
し︑保育園や子育て支援センターな
どに 年以上寄贈しています︒さ
らに︑親子ふれあいサロンにおいて
は︑昔遊びや寄贈した布製おもちゃ
などで親子と交流しながら︑﹁親育
て﹂﹁子育て﹂に協力しています︒
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私にもできる身近な活動

段のちょっとした心がけが明る
い地域社会をつくり︑それが犯
罪や非行を未然に防ぐ地域づく
りに繋がるのです︒例えば︑ご
近所の朝晩のあいさつや︑子ど
もたちへの声かけ︑電車で席を
譲る︑そんなちょっとした行動
が︑人の心をほっと和ませるこ
ともあります︒
取り締まりを強化して︑あや
まちを犯した人を処罰すること
も必要なことです︒しかし︑立
ち直ろうと決意した人を社会で
受け入れていくことや︑犯罪や
非行をする人を生み出さない家
庭や地域づくりをすることもと
ても大切なことなのです︒
まずは︑あなたができる﹁社
会を明るくする運動﹂を実践し
てみませんか︒

更生保護女性会会員募集中

!!

更生保護女性会は︑女性の立場か
ら︑犯罪や非行をした人たちが立ち
直れるように支援したり︑犯罪や非
行のない明るい社会を作ろうとする
国の事業に協力したりするボラン
ティア団体です︒
支援活動の一つとして︑矯正施設
や更生保護施設の行事への参加や交
流をしています︒駿府学園︵少年
院・矯正施設︶では︑茶摘み会で一
緒に作業をしたり︑少年の家︵更生
保護施設︶では︑母親代わりに愛情
いっぱいに夕食を作ったりしていま
す︒また︑成人の更生保護施設であ
る勧善会へは︑一日も早い社会復帰
を願い慰問活動をしています︒
入会に特別な資格はいりません︒
女性としての心の温かさ︑細やかさ︑
思いやりの心をもって会の趣旨に賛
同し活動できる人を募集しています︒
活動に興味をもたれた人は︑長寿
総務室へお問い合わせください︒

問い合わせ
長寿総務室
☎０５５７
︵ ︶
６３３７
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社会を明るくする運動は︑私たち
の生活に身近な活動ではないとお考
えの皆さん︑実は身近なことからで
きることが多くあります︒
犯罪や非行の防止というのは︑直
接的な活動だけではありません︒普
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社会を明るくする運動
特集

▲更生保護施設「少年の家」での夕食づくり

中学生との対話集会「ミニ集会」▶

敬老大会を

お一

人で

の参

加も

開催します

歓迎

です

長年にわたり 熱 海 市 の発 展 に 寄 与さ れ て きた 高 齢 者 の皆 さ ん に 感 謝 の 意 を
表するために、『敬老大会』を開催します。
今年も、健康と長寿を祝う会にふさわしい内容で、お迎えしたいと思ってい
ます。皆さんお誘いあわせのうえ、奮ってご参加ください。

開催日時：平成27年９月30日(水)
10月 １ 日(木)

泉・伊豆山・南熱海地区にお住まいの人
熱海地区・初島にお住まいの人

９時30分受付、10時開始
開催場所：熱海後楽園ホテル

みさき館（和田浜南町10-１）※送迎バス有

対 象 者：70歳以上の人（昭和21年４月１日以前の誕生の人）
参 加 費：500円（弁当代金および休憩入浴代金を含みます）
※すでに各町内会を通じて申し込みをいただいていますが、まだ申し込みをされてい
ない人は、７月31日(金)までに町内会または長寿総務室までお申し込みください。

楽しいひと時をお過ごしいただくために充実のプログラムを用意し
ました。温泉に浸かったり、伝統芸能を鑑賞したり…。お友達の輪を広
げる機会です。皆さんのお越しをお待ちしています。
★舞台での演目
・日本舞踊や民謡の伝統芸能
・元気いっぱい！保育園児による歌やお遊戯
・健康維持に！湯楽YOU楽（ゆらゆら）体操
★その他の会場
・マッサージ、ヘッドスパ、健康相談
・健康用品、介護用品の展示販売
・骨密度測定＆乳製品の試飲
・趣味の時間を満喫！囲碁・将棋コーナー
※一部内容を変更することがございます。

問い合わせ：長寿総務室

☎０５５７
（８６）
６３２１
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サイト「ママフレ」デビュー
援
応
て
！
子育
問い合わせ：子育て支援室

☎0557(86)6351

健康
○健診や予防接種のご案内

届出

○産前・産後の訪問指導

○妊娠・出産に関する届出

あずける
○日常的な保育関連サービス
○一時的な保育関連サービス
○幼稚園での保育関連サービス

病院・救急
○病院と救急連絡先

学ぶ・出かける

2012(c)ASUKOE Partners, Inc.

○親子で楽しめるイベント・催し
○妊娠や出産、子育てに役立つ教室
○親子で使える施設・スペース

おかね
○妊娠・出産したお母さんへのサポート
○子育て中の人へのサポート
○ひとり親の人へのサポート

相談

○未熟児・障がい・難病のお子さんへのサポート

○妊娠や出産、子育てに関する相談

アクセスは

WEB
熱海市 ママフレ

こちらから！
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アプリ
検索

http://atami-city.mamafre.jp

子育て応援アプリ「子育てタウン」
App Store/Google Playで配信中

熱海市情報公開条例

問い合わせ：法務文書室 ☎0557(86)6134

および熱海市個人情報保護条例に基づく運用状況の公表
平成26年度において、熱海市情報公開条例および熱海市個人情報保護条例に基づいて開示請求
された公文書と開示・不開示の状況についてお知らせいたします。

情報公開制度とは

個人情報保護制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんに市が保有する公文
書の開示を請求する権利を保障し、市に公文書の開示
を義務付ける制度です。
具体的には、市民の皆さんは請求によって市が保有
する公文書の閲覧やその写しの交付を受けることがで
きます。

個人情報保護制度は、市が市民などの個人情報を適
正に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が管
理する個人情報の開示などを請求する権利を保障する
ことにより、市民の皆さんの権利利益を保護し、信頼
される市政の実現を図っていくため定められた制度で
す。

公文書の開示請求（熱海市情報公開条例によるもの）
処
実施機関

理

開示
請求件数 全部開示 部分開示

不開示

文書

請求

決定

決定

決定

不存在

取下げ

主なもの

経営企画部

３

１

１

１

住居表示追加付定・一覧表・住居表示台帳

市民生活部

５

２

１

２

厚生労働省への照会文書および同回答文書

観光建設部

27

４

16

２

公営企業部

２

２

消防本部

７

２

５

危険物貯蔵施設を保有する施設の一覧表

議会

２

１

１

陳述件数および処理状況

教育委員会

２

２

教育に関すること

監査委員

１

１

財政援助団体に対する監査資料

合計

49

備考

12

５

宅地造成に関する工事の検査済証
金入り設計書の統一単価代価表

24

0

８

５

請求のあった部署のみ記載

実施機関が保有する本人の個人情報の開示請求（熱海市個人情報保護条例によるもの）
処
実施機関

理

開示
請求件数 全部開示 部分開示

不開示

文書

請求

決定

決定

決定

不存在

取下げ

市民生活部

３

１

１

１

合計

３

１

１

１

備考

主なもの

印鑑証明書の請求用紙

0

0

請求のあった部署のみ記載
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上手にできました！
６月26日、南熱海子育て支援センターの活動の一環として、
長浜海水浴場で海あそびが行われました。おもちゃの魚を浮か
べた魚すくいでは、上手に魚をすくえたお子さんの笑顔が輝い
ていました。

おべんとう、おいしそう！
６月18日、熱海市立図書館で食育イベン
トが行われました。食育に関する絵本の読み
聞かせでは、おいしそうな絵が描かれた絵本
を食い入るように見つめているお子さんの姿
が見られました。

梅の実いっぱい取れたかな？
６月１日、熱海梅園で梅の実取りが行われ、
過去10年で最も多い630kgが収穫されました。
第一小学校の１年生の皆さんが見学に訪れ、梅
の実がシートに転がり落ちてくる様子を興味深
そうに眺めていました。

7

梅雨空に映える青紫色
昨年完成したジャカランダ遊歩道では、今年も青紫色の
花が開花し、訪れた人の目を楽しませています。取材の当
日は平日でしたが、カメラを構えている人の姿が多く見ら
れました。

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

熱海市立第一小学校

５年海組

人

21

うえ まつ

担任 植
:松

ひとし

仁

先生

熱海市立第一小学校

５年空組

人

22

いわ もと

担任 岩
:本

か

すみ

果澄

先生

8
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熱海市立第二小学校
５年１組
人

35

いく た

担任 幾
:田

さ

早紀

き

先生

雑紙回収ボックスを設置しました
問い合わせ

環境センター☎0557
（82）1153

可燃ごみの減量化の促進を図る一環として、熱海女性連絡会の協力を得て、雑紙回収ボックスを第一庁
舎１階ロビーに設置しました。紙ごみの削減や紙の資源化の促進に、ご理解とご協力をお願いします。

1%
熱海市のごみ全体の84％を占める可燃ごみ
を分析すると、紙・布類が45％を占めて

4%

16%

45%

います。

紙・布類
ビニール
合成樹脂類
木・竹・
わら類

ちゅう かい

厨芥・
野菜くず
不燃物

これから推測すると、年間約9,000トンの
紙類が焼却されていることになります。

12%

22%

その他

回収できる紙
割り箸の袋・メモ用紙・包み紙・カレンダー・紙の
芯・レシートや小紙片・紙コップなどの雑紙および
紙パック
※はがきや封筒などの個人情報が含まれるものは、そ
の部分を切り取るか消してから出してください。
※レシートや小紙片など細かなものは、紙袋に入れて
集めるなど工夫すると効率的です。
※紙パックは水洗いし、開いて乾燥させてください。

9

エアコンは体が冷えるから嫌だ

夜中にトイレに行くのが面倒だ
から︑寝る前は水分をとらない

のどの渇きを感じない

あなたは次の項目で思い当たるこ
とはありませんか︒チェックしてみ
ましょう︒

なぜ高齢者は屋内で
熱中症になりやすいのか

熱中症が原因で救急搬送された高齢
者︵ 歳以上︶のうち︑約６割が
屋内で発生しています︒

屋内に潜む
熱中症の罠

熱中症で救急搬送された高齢者

26

のどの渇きに対する感覚が鈍くなる
高齢者はのどの渇きを感じにくく
なります︒また︑夜中起きなくても
いいように水分を控えるなどにより
脱水症状に陥ることがあります︒

複数項目にチェックのついた人は︑
熱中症に対する予防が必要です︒
その理由は・・・

汗をあまりかかない

暑さをあまり感じない

熱中症
暑さに対する感覚も鈍くなり︑
発汗など体から熱を逃す機能も低下
暑い日に室内温度が上がっている
ことにも気づかず︑室内温度や衣服
の調整をしないことから︑熱中症に
なってしまうことがあります︒

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○身体の歪みと筋力測定
身体の傾き具合を写真で確認でき
ます︒自分に合った簡単な体操指導
付きです︒
日時 ８月 日︵金︶
午前 時〜午後３時
︵所要時間約 分 予約制︶
場所 泉公民館
対象者
歳以上の人
定員
人︵先着順︶
申込開始 ７月 日︵水︶

10 14

10
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参加者募集

○疲れにくい身体をつくる教室
姿勢の崩れは︑疲労や痛みを引き
起こす要因となります︒姿勢の保持
に必要な筋力をつける教室です︒
日時 ９月３日︑ 日︑ 日
︵いずれも木曜日︶
午後１時 分〜３時
場所 南熱海マリンホール
対象者
歳以上の人
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ８月 日︵水︶

24

65

部屋の中では熱中症対策をして
いない

30

15

10

30

26

６割は屋内で発生

（平成26年度熱海市救急搬送）

65

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

高齢者の熱中症発生場所

30

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

屋外に出なければ︑熱中症にはな
らないと思っていませんか︒
実は︑熱中症が起こるのは︑炎天
下での運動や作業中だけではなく︑
屋内でも発生します︒
特に高齢者は︑屋内で熱中症にな
る人が多く︑熱海市で平成 年度

屋内
58%
屋外
42%

65

10

健康 づくり

高齢者の熱中症予防ポイント
温度計を置いて室温を確認

温度設定に気をつけたり︑体に直接
あたらないように風向きを調整する
など工夫すると︑体が冷えすぎず快
適に使うことができます︒
シャワーやタオルで体を冷やすこ
とも効果的です︒

少しずつ何回も飲みましょう

水分補給を忘れずに︒

汗をかいたときは︑スポーツドリン
クや１ℓの水に１ｇ程度の塩を加え
たものを飲むなど︑適度な塩分補給
も必要です︒
お酒やコーヒーは利尿作用がある
ので︑水分補給には適していません︒

11

暑さを感じなくても︑部屋の見や
すい場所に温度計を置き︑温度が上
がったらエアコンをつけるなど︑常
に注意しましょう︒

○転ばない身体をつくる教室
下半身の筋力と柔軟性をアップす
るトレーニングを行い︑バランス機
能の向上をはかり転ばないための身
体づくりを目指す教室です︒また︑
環境を整えるなどの転倒予防方法も
同時に学びます︒
日時 ９月３日︑ 日︑ 日︑
月８日︵いずれも木曜日︶
午前 時〜正午
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上の人
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ８月 日︵水︶

10

○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 ８月 日︑９月４日︑ 日︑
日︑ 日︵毎週金曜日︶
午後１時 分〜３時 分
場所 泉公民館
対象者
歳以上の人
定員
人︵応募者多数の場合抽選︶
申込期限 ８月 日︵水︶

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

15
11

24

30

エアコンなどを
うまく活用して温度調整

健康のために運動をしても、運動をしすぎたり、身体
の状態にあった運動をしないと身体を痛めることがあり
ます。自分にはどんな運動が適しているのかを知る教室
です。
日
時：９月９日（水）午後１時30分〜３時
場
所：南熱海支所
対 象 者：65歳以上の人
定
員：20人（応募者多数の場合抽選）
申込期限：８月26日（水）

10

26

30

19

体調がおかしいと思ったら︑涼し
い場所で洋服をゆるめて︑身体を冷
たいタオルで冷やし︑水分を補給し
ましょう︒自分で水が飲めないなど
の症状がある場合は︑速やかに病院
に行きましょう︒

あなたにあった運動を見つける
〜健康運動相談教室〜

10

28

25

寝る前だからといって水分をとる
のを我慢せず︑水や番茶などこまめ
に水分補給をしましょう︒たくさん

熱海市の健康課題として、高血圧の人の割合が高く、
生活習慣病による死亡率が高いなどが挙げられます。
減塩の重要性を、もっと市民の皆さんに身近に感じ
ていただくため、健康づくり室では「減塩」をテーマ
とした川柳を募集します。
応募書式：応募用紙または、作品と必要事項
（住所・氏名・電話番号・年齢）を
任意書式に記入。
応募資格：熱海市に在住または通勤・通学をする人
応募締切：８月31日（月）
選考・表彰：最優秀１点・優秀３点・部門賞数点を選考
し入賞者に図書券を進呈します。応募作品
は、今後の減塩の広報活動に活用します。
応募方法：直接持参、ＦＡＸ、メール、郵送、
いずれかの方法で提出してください。
応 募 先：熱海市健康づくり室（いきいきプラザ内）
郵 便：〒413-8550 熱海市中央町１−１
F A X：0557（86）6297
メール：kenkozukuri@city.atami.shizuoka.jp

65

15

18

65

20

エアコンや扇風機が苦手な人は︑

あたみ減塩
川柳募集!!

Ｐｏｉｎｔ

Ｐｏｉｎｔ
Ｐｏｉｎｔ

自衛官を募集します

熱海市立図書館創立100周年記念事業

自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

１．航空学生
海上・航空自衛隊の幹部パイ
ロットを６年間で養成するコース
です。約３年後には事業用操縦士
の国家資格が取得可能です。
資格：18歳から20歳までの高卒
または見込みの人(平成28年４月
１日現在)
申込期間：８月１日(土)
〜９月８日(火)
試験日：９月23日(水)
２．一般曹候補生･自衛官候補生
約71種類からなるいずれかの
仕事につき、それぞれに応じた国
家免許取得のチャンスがあります。
資格：18歳から26歳までの人(平
成28年４月１日現在)
申込期間：８月１日(土)
〜９月８日(火)
試験日：
一般曹候補生
９月18日(金)・19日(土)
自衛官候補生（男子）
９月26日(土)・27日(日)・
10月３日(土)
自衛官候補生（女子）
９月26日(土)
詳しくは
静岡地本

検索

落書き防止について
生活環境室☎0557(86)6271

落書きは美観が損なわれるだけ
でなく、街のイメージダウンにも
つながります。落書きは犯罪です。
絶対にやめましょう。
落書きは民法と刑法の処罰の対
象です。落書きをされた場合には、
警察に被害届を出しましょう。

統計情報

●夏休みブックトークの開催 〜あたみ図書館くらぶ特別編〜
小学生を対象に外部講師を招いてのブックトーク（本の紹介）を
行います。あたみ図書館くらぶ会員でなくても参加できます。
日時：８月22日（土）午前10時30分〜11時10分
場所：図書館 ５階会議室
読み手：小木野依津子氏（静岡県子ども読書アドバイザー）
対象：小学３年生〜６年生 定員30人 参加費無料
募集期間：７月21日（火）〜８月５日（水）先着順
申込方法：図書館へ電話にてお申し込みください。
●人気の絵本「100かいだてのいえ」著者による体験講座の開催
絵本作家で知られる岩井俊雄氏による、読み聞かせと参加者全員
で描いた絵をつないで「100かいだてのいえ」を作る体験講座です。
日時：９月26日（土）午後１時30分〜３時30分
場所：図書館 ５階会議室
講師：岩井俊雄氏（絵本作家メディアアーティスト）
対象：４歳〜12歳の市民 定員50人
（小学校低学年までは保護者同伴）参加費無料
募集期間：７月21日（火）〜８月20日（木）先着順
申込方法：図書館窓口またはブックバスにてお申し込みください。

申し込み・問い合わせ：図書館

「県民の日」協賛イベント開催

男
女

口

38,245 人
17,300 人
20,945 人

企画室☎0557(86)6074

明治９年８月21日に静岡県と浜松県が合併し、現在の静岡県が生
まれたことを記念して、静岡県では県の誕生日８月21日を「県民の
日」に制定し、各種イベントを開催しています。熱海市では、県民の
日を記念して、８月21日(金)に下記の協賛イベントを開催します。
① 無料楽焼体験（親子先着10組）
時間：午前11時〜午後３時
場所：姫の沢公園 陶芸センター
問い合わせ：姫の沢公園管理事務所

☎0557(83)5301

② 入館料の割引（静岡県民のみ）
施設：「澤田政廣記念美術館」 ☎0557(81)9211
「池田満寿夫・佐藤陽子創作の家」 ☎0557(81)3258
「起雲閣」 ☎0557(86)3101
(喫茶室「やすらぎ」のドリンク割引券付)
※県民であることが確認できるもの（運転免許証など）を必ず提示
してください。

５月末の人口
人

☎0557(86)6591

世帯数
21,282 世帯
人口前月比
△30 人

５月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,663
約 332
約1,995
96.9

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,683 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ

広報あたみ 2015.7
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児童扶養手当の現況届の
提出をお願いします
子育て支援室☎0557(86)6351

児童扶養手当は、父子家庭や母
子家庭などで児童を養育し、一定
の要件を満たした人に対して支給
される手当です。
現在受給されている人には、現
況届のお知らせを７月中に送付し
ます。８月１日現在の家庭の状況
および受給者、扶養義務者（同居
している両親など）の所得状況な
ど現況の届出を、８月28日(金)
までに行ってください。
現況届は、手当を継続して受け
るための大切なものです。忘れず
に手続きをしてください。
また、受給していない人で対象
になると思われる場合は、お問い
合わせください。

ひとり親家庭の出張個別
相談会を開催します
母子家庭等就業・自立センター
☎054(254)1191

母子家庭等就業・自立支援セン
ターによるひとり親家庭の生活・
就業・法律の相談会を行います。
職業紹介や弁護士による親権、養
育費などの相談ができます。
開催日：８月26日(水)
午前９時30分〜午後４時
場所：いきいきプラザ多目的会議室
参加料：無料(託児あり。要予約)
※当日受付可。予約優先となりま
す。詳細は、お電話にてお問い合
わせください。

都市計画公聴会の開催

平成28年成人式について

静岡県都市計画課☎054(221)3062

熱海国際観光温泉文化都市建設
計画都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針の変更に関する都市
計画公聴会を開催します。
日時：８月27日(木)午前10時
場所：いきいきプラザ視聴覚室
原案の閲覧：８月11日(火)から
20日(木)まで都市計画室および静
岡県都市計画課ホームページなど
で閲覧できます。
公述の方法：意見を述べたい人
は、公述申出書に必要事項を記入
のうえ、静岡県都市計画課（静岡
市葵区追手町9-6）へ提出してく
ださい。８月20日(木)午後５時
15分必着です。
傍聴方法：どなたでも傍聴でき
ます。ただし、公述の申し出がな
い場合は中止となりますのでご注
意ください。
静岡県都市計画課

検索

静岡県警察官を募集します

社会教育室☎0557(86)6577

市内に住民登録のある対象者へ
８月に案内状を送付します。市外
に転出された人も参加できますの
でお問い合わせください。
開催日：平成28年１月10日(日）
場所：ＭＯＡ美術館 能楽堂
受付：午前９時50分〜
開式：午前10時30分
対象者：平成７年４月２日生〜
平成８年４月１日生

第33回紙感謝祭について
文化交流室☎0557(86)6234

紙のありがたさに感謝して、
紙の文化を学びます。
日時：８月４日(火)午後１時
場所：起雲閣 音楽サロン
主催：熱海市文化団体連合会
内容：ユネスコ無形文化遺産の
「細川紙」についての講演など
※事前申し込みおよび参加費は不
要です。皆さんお誘いあわせのう
え、ぜひお越しください。

不動産相談会の開催

熱海警察署警務課☎0557(85)0110

静岡県警察では、県民の安全・
安心を守るため、平成28年４
月採用の警察官を募集します。
試験区分：警察官Ａ（大卒また
は卒業見込みの人）・警察官Ｂ
（警察官Ａに該当しない人）
受付期間：７月17日(金)
〜８月３日(月)
試験日：９月20日(日)
試験の詳細はお問い合わせくだ
さい。

市民相談室☎0557(86)6073

（公社）静岡県宅地建物取引業
協会伊豆支所の会員による不動産
無料相談会を行います。
日時：８月25日(火)・11月24
日(火)・平成28年２月23日(火)
いずれも午後１時〜３時
場所：市役所第一庁舎３階
※上記以外にも伊豆支所にて随時
の相談も行っています（予約制）。
☎0557(36)5390

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

児童相談所全国共通ダイヤル
子育て支援室☎0557(86)6350

児童虐待をなくし、子どもたちの笑顔を守るた
め、覚えやすい番号になりました。

虐待かも
と思ったら
詳しくは

はや

く

☎ 189

全国児童相談所一覧

13

いち

検索

41
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18 15

24

巡らされ︑軽便鉄道が運行するなど︑
今から１０７年前の熱海の近代化の
様子がうかがえます︒

逍遙からは熱海のほかに歴史のあ
る﹁箱根﹂や﹁鎌倉﹂の資料も寄贈
されています︒今回は﹁箱根遊覧路
線圖﹂をご紹介します︒
・箱根遊覧路線圖
発行年は不明ですが︑まだ東海道
線が御殿場経由の時代︑箱根を中心

たんしょう

に観光バスの営業をしていた富士屋
自動車が作製した３枚組のドライブ
マップです︒
﹁昔は馬で登り︑駕籠
で越した箱根八里の
けんどう
嶮道も︑今は文明の
利器に惠まれて︑あ
らゆる交通機関が備
はり︑居ながらにし
て探勝十二湯巡りが
出来るようになりま
した﹂と︑箱根遊覧
を案内︒また︑﹁富
士屋自動車は︑沼津
から絶景十國峠を越
えて︑一路熱海温泉
うんてん
に向ふ乗合を運轉し
ています︒賃金僅か
に一圓八十銭で列車
の二等の二圓五十八
銭に比する時は︑い
づれが便利であるか︑
敢説くまでもない事
です﹂と︑バス利用
の良さを伝えていま
す︒
図書館では今回︑明治期の熱海の
変化と発展の様子を︑市民の皆さん
にご覧いただけるよう﹃皇國第壹等
熱海温泉全圖展﹄を開催します︒
鳥瞰図で見る︑明治期の町並みに
当時の生活を感じます︒ぜひ︑お楽
しみください︒

熱海市長

齊藤

台湾でのトップセールス

91

栄

５月下旬に台湾で行われた台北国際観光
博覧会で︑伊豆半島の魅力をプロモー
ションし︑伊豆半島への誘客を図ること
を目的に﹁美しい伊豆創造センター﹂加
盟市町 人の首長︵市長および町長︶で
トップセールスに行ってきました︒
台北国際観光博覧会の会場は︑ラッシュ
アワーを思わせる混雑ぶりで︑国際観光
への意識の高さを感じました︒特に 代
の若者が多く来場していたように見受け
られ︑台湾の国際観光に対するエネル
ギーを感じました︒
台湾は今︑経済成長が目覚ましく︑人
口約２３００万人の半分が海外旅行をし
ています︒世界ジオパークを目指す伊豆
半島にとっても巨大なマーケットとなる
可能性を持っていますので︑今回のトッ
プセールスの役割は重要です︒
また︑博覧会２日目には︑各市町が３
分間のプレゼンテーションを行いました︒
熱海市は︑花火大会・芸妓の舞・梅園・
街の全景を映像を使って紹介してきまし
た︒特に花火大会を観光の目玉に紹介し
たのは熱海だけでしたので︑台湾の人た
ちに和食︵海の幸︶と並んで興味を持っ
ていただきました︒
﹁伊豆はひとつ﹂を具体的に進めてい
くための﹁美しい伊豆創造センター﹂は︑
この４月に設立された組織です︒２０２
０年の東京五輪を目標に︑伊豆の首長た
ちと︑伊豆全体を盛り上げていきます︒

12

20

広報あたみ 2015.7
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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 （再放送は翌日木曜日午後８時〜９時）

問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591

41
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皇國第壹等熱海温泉全圖

第４回
双柿舎からの寄贈資料②
坪内逍遙の別荘であった双柿舎か
ら熱海市立図書館に寄贈された郷土
資料の中には︑熱海の歴史に関わる
書籍のほか︑熱海を中心とした古地
図や観光資料が多数含まれています︒
特に︑明治〜昭和期に人気のあっ
た﹁鳥瞰図﹂は︑熱海や伊豆などを
紹介した地図が多数あり熱海の町の
変遷を学ぶ貴重資料となっています︒
・皇國第壹等熱海温泉全圖
明治 年から 年までの熱海の町
を細かく表現した多くの地図から︑
大湯の湯煙りを中心に発展していく
町の様子がよくわかります︒
例えば︑明治 年版で﹁熱海学
校﹂だった土地が︑ 年版では﹁三
菱所有地﹂となり︑ 年版では﹁宮
内省所有地﹂に︑ 年版では﹁熱海
離宮︵御用邸︶﹂になるなど︑４枚
の地図を見るだけでも明治期の町の
変化が分かります︒また︑明治 年
版では︑水道が引かれ︑電線が張り
13

8 月 August

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 障がい福祉室 ☎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

８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㈭
多賀中学校通用門駐車場
27日㈭
熱海中学校

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
８月は巡回なし
13：50〜14：20
８月は巡回なし
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
８月は巡回なし
14：00〜14：35
15：00〜15：35

2 ㈰
3 ㈪

消身

伊豆山温泉納涼海上花火大会（伊豆山海岸）20：20〜20：50

5 ㈬

行

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●熱海子育て支援センター「夏まつり」
（栄光熱海中央保育園）10：0 0〜11：0 0

6 ㈭

法

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：0 0〜14：0 0
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●にこにこサロン「交通教室」（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：0 0

7 ㈮
8 ㈯
9 ㈰
10 ㈪

㈬
㈭
㈮
㈯

図

心

伊豆多賀海上花火大会（多賀湾）20：20〜20：40

法

●製本 教室（図書館）9：30〜15：0 0

伊豆多賀温泉百八体流灯祭（多賀湾）20：0 0〜
網代温泉海上花火大会（網代湾）20：30〜20：50
消
ぷ精

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

18 ㈫

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）10：0 0〜、11：0 0〜

19 ㈬

行
心

起

21 ㈮
22 ㈯

●おはなし会（図書館）14：30〜15：0 0

23 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：0 0〜11：0 0
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
人消
障何

伊豆山温泉さざえ祭り＆花火大会（伊豆山海岸）
18：0 0〜21：30 ※26日まで

26 ㈬

◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：15

８月は巡回なし

29 ㈯
30 ㈰
31 ㈪

釣
図

25 ㈫

法

図
釣

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：0 0〜11：15
●製本 教室（図書館）9：30〜15：0 0
●南熱海子育て支援センター「プール遊び」（多賀保育園）
10：0 0〜12：0 0
●にこにこサロン「おはなし会」（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：0 0
◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30

27 ㈭

起

網代温泉ふるさと祭り（大縄公園）18：30〜21：0 0※15日まで

17 ㈪

24 ㈪

釣

●熱海子育て支援センター「水あそび」
（栄光熱海中央保育園）10：0 0〜11：0 0

16 ㈰

20 ㈭

起
釣

日曜朝市（渚小公園）7：0 0〜11：0 0
人消
知

11 ㈫
12
13
14
15

図

◆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（南熱海マリンホール）
10：0 0〜11：0 0
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：0 0〜15：0 0
●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：0 0〜19：45

4 ㈫

28 ㈮

■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

施設休業日
あたみビール祭り（親水公園）15：0 0〜21：0 0 ※４日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：0 0

1 ㈯

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

15

各種相談日

起

●製本 教室（図書館）9：30〜15：0 0
◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：0 0

図
釣

総合防災訓練（市内各所）
消

図

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。

納期のお知らせ

７月31日（金）
■固定資産税・都市計画税
第２期
■国民健康保険税
第１期
【納税室】☎0557(86)6165
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

〜今夏の節電のお願い〜

生活環境室 ☎0557(86)6273

今夏も電力不足が懸念されます。
電力の安定供給を図るために、市民の皆さんのさらなる
節電へのご協力をお願いします。
※熱中症などの体調不良に気をつけましょう！
※冷蔵庫内の食品の衛生管理に気をつけましょう！
※高齢者や体調に不安のある人は、無理のない節電を！
＜節電の例＞
◆エアコンの設定温度は28℃を目安にしましょう。
◆こまめにコンセントからプラグを抜きましょう。

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
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