広報あたみ No.703 9月 10日発行
◆今月の主な内容◆
公園を楽しもう ････････････････････････････ ２
マイナンバー制度が始まります ･･････････････ ６
熱海市民生委員児童委員協議会 ･･････････････ ８

ちゃんと聞こえたよ！
8月20日、姫の沢 公園自然 の家にて「箱ラジ製作・放 送 体 験 」
が行われました。細かい作業に苦戦しながらついに完成したラジオ
から音が聞こえた瞬間には、思わずにっこり。
「ラジオって面白い！」
という楽しそうな声が、あちらこちらから聞こえてきました。

公園を楽しもう
至箱根
十国峠
姫の沢公園

お宮緑地
ジャカランダ遊歩道
サンビーチ

伊豆山神社
熱海駅
来宮駅

姫の沢自然の家
緑ガ丘公園

来宮神社

子恋の森公園

泉支所

泉公園
市役所

国道135号

渚小公園

熱海ビーチライン
親水公園

公園は︑日常の慌ただしさを忘れ
させてくれる空間です︒行楽の秋を
身近な公園で過ごしませんか︒子ど
もと一緒に出かけたり︑体操やジョ
ギングで体を動かしたり︑四季の花
を楽しんだり︑ベンチに座って読書
したり︑思い思いの時間を楽しんで
ください︒
新しい発見があるかもしれません︒

小山臨海公園
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眺望を楽しむ

熱函道路

山間に広がる姫の沢公園や朝日山
公園︵網代︶では︑眼下に街並みを
眺め︑遠くは大島や房総半島を望む
ことができます︒

中野かじかわ公園

マリンスパ
あたみ

行動派には︑姫の沢公園のアスレ
チック・ハイキングコースがおすす
めです︒古道の両脇に樹木が茂り︑
合い間から開ける眺望は︑時間を忘
れさせてくれます︒自然の雄大さを
感じる至福のひと時です︒

大縄公園

初島公園
網代港

サンレモ公園 海釣り施設
長浜海浜公園

熱海梅園
頼朝
ライン

海浜公園

地球の丸さと海の広大さを感じる
ことができる水平線は︑思わず深呼
吸をしたくなる景色です︒
皆さんが生活している街を上から
眺めてみると︑見慣れた景色とまっ
たく違って見えるはずです︒
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南熱海
支所
至伊東

今宮神社
伊豆多賀駅
網代駅

日金山ハイキングコースからの眺望

朝日山公園から見える富士山

月見ヶ丘公園

小山臨海公園

135
朝日山公園

山伏峠
至亀石峠

玄岳
伊豆スカイライン
鹿ヶ谷公園

子どもと楽しむ

運動を楽しむ

泉公園のアスレチック
いつまでも健康で過ごすためには︑
日々の生活習慣に気を付けるととも
に︑適度な運動を毎日続けることが
大切です︒

手軽な運動として︑公園をウォー
キングしませんか︒自分のペースで
無理なく始められます︒目標を決め
て行うことが長続きの秘訣です︒早
朝のウォーキングは︑空気が澄んで
いてとても清々しい気分です︒街並
みと海岸の景色を楽しみながらの
ウォーキングは︑リゾート感を満喫
できます︒
おすすめのウォーキングコース
○お宮緑地から渚小公園まで
約１０００ｍ
○長浜海浜公園から小山臨海公園・
南熱海マリンホールまで
約１７５０ｍ
約１２５０ｍ
○小山臨海公園一周

小山臨海公園
本格的にスポーツを楽しむ人には︑
公園の各種屋外スポーツ施設がおす
すめです︒
姫の沢公園には︑サッカー・グラ
ウンドゴルフ・フットサルなどがで
きる人工芝のスポーツ広場がありま
す︒

サンビーチ

テニスコート

小山臨海公園には︑多目的グラウ
ンドとテニスコートがあります︒

小山臨海公園

公園といえば最初に遊具を思い浮
かべる人も多いと思います︒
遊具のある主な公園は︑泉公園・
姫の沢公園・渚小公園・サンレモ公
園・緑ガ丘公園・小山臨海公園・大
縄公園です︒
また︑子どもたちにとっての公園
は︑遊具で遊ぶだけではなく︑自由
に走りまわったり︑昆虫採集や自然
観察をしたり︑好奇心がいろいろな
発見につながる︑無限の空間です︒
お弁当を持って家族で公園に出か
けてみてはいかがでしょう︒

渚小公園
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︻ジャカランダ︼
中南米原産で︑世界三大花木の一
つです︒
熱海市では︑平成２年に国際姉妹
都市の記念としてポルトガルのカス
カイス市から贈られたのが始まりで
す︒現在この木はジャカランダ遊歩
道のシンボルツリーとなっています︒

︻キングプロテア︼
南アフリカ原産の常緑低木で︑初
島公園には約２２０本が植栽されて
います︒南国ムード溢れるエキゾ
チックな形で﹁花の王様﹂と称され
ています︒

公園利用のお願い
公園を利用する場合には︑ごみ・
ペットのふんの持ち帰りにご協力く
ださい︒

ボランティアを
募集しています

梅園ボランティア
除草と枝の伐採を中心とした軽作
業を行います︒道具類は用意します
ので︑作業できる服装でご参加くだ
さい︒
日時 ４月から 月までの第３週
︵日曜日〜土曜日︶
午前９時から正午まで
ただし︑雨天中止です︒
熱海梅園

場所

花のボランティア
花壇の植栽と除草を行います︒道
具類は用意しますので︑作業できる
服装でご参加ください︒
日時 毎月第２・４水曜日
午前９時から正午まで
ただし︑雨天中止です︒
渚小公園

場所
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問い合わせ
公 園 緑 地 室
☎０５５７︵ ︶６２１８

86

初島公園（キングプロテア）

親水公園
お宮緑地（ジャカランダ遊歩道）

花を楽しむ

26

季節ごとに咲く花は︑公園を散歩
する人を楽しませ︑多くの人を癒や
してくれます︒
熱海市では︑熱海花の会や地域の
ボランティア︑花のまちづくり推進
員の皆さんとともに花いっぱいのま
ちづくりに取り組んでいます︒
お宮緑地内には︑平成 年６月︑
ジャカランダを約１００本植栽した
遊歩道が完成しました︒毎年６月に
は青紫色のきれいな花を咲かせます︒
親水公園の海に臨む花壇には︑市
のビニールハウスで種から育てた花
を春と秋に植栽しています︒また︑
園芸家がデザインしたフォトスポッ
ト花壇もあり︑人気となっています︒
そのほか市内には多くの公園があ
り︑四季折々の花が楽しめます︒
季節の花類と主な公園など
１月 梅︵梅園︶
あたみ桜︵糸川・海浜公園︶
３月 椿︵姫の沢公園︶
５月 キングプロテア︵初島公園︶
ツツジ︵姫の沢公園︶
６月 ジャカランダ︵お宮緑地︶
ブーゲンビリア︵糸川︶
アガパンサス︵親水公園︶
月 ヒマラヤ桜︵熱海高校下︶
普段何気なく通る公園で︑少し立
ち止まって︑花々の色や形︑香りを
楽しんでみてください︒
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マイナンバー制度

が始まります。

・被災者生活再建支援金の
支給
・被災者台帳の作成事務な
ど

ら簡易書留で郵送します︒

個人番号通知カードは
大切に保管を

!!

﹁個人番号通知カード﹂は︑平成
年１月以降の社会保障・税・災
害の手続きおよび個人番号カード申
請の際に必要になりますので︑大切
に保管してください︒
紛失した場合は︑再発行されるま
でに時間がかかることがありますの
でご注意ください︒

・税務当局に提出する確定
申告書、届出書、調書な
どに記載
・税務当局の内部事務など

・年金の資格取得や確認、
給付
・ハローワークの事務
・福祉分野の給付、生活保
護など

災害対策

社会保障

12

28

個人番号通知カード
（イメージ）

マイナンバー制度とは

28

マイナンバー制度は︑住民登録を
している全ての人に︑ 桁の個人
番号︵マイナンバー︶を付けること
で︑複数の行政機関に存在する個人
情報を適切に把握し︑同じ人の個人
情報であることを確認するために導
入する制度です︒マイナンバーは︑
法律に規定された社会保障・税・災
害対策の限られた分野のみで利用さ
れます︒
マイナンバーは番号が漏えいして
不正に使用される恐れがある場合を
除き︑変更されません︒
また︑法人にも 桁の法人番号
が指定され︑国税庁から登記上の所
在地に法人番号が通知されます︒法
人番号は︑税分野の手続きなど︵例
えば︑法人税の申告の場合︑平成
年１月以降に開始する事業年度の申
告から法人番号を記載︶で必要にな
ります︒

10

税

年金・労働・医療・福祉

13

平成 年 月
個人番号通知カードが
送付されます
10

平成 年 月から皆さんの住民
票の住所にマイナンバーを通知する
﹁個人番号通知カード﹂を市役所か

27

27

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

平成25年５月に「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」が公布され、マイナンバー制度（社会保
障・税番号制度）が導入されることになりました。
平成28年１月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、マ
イナンバー（個人番号）の利用が始まります。

マイナンバーの利用範囲

上記以外にも社会保障・税・災害対策などの事務で市町村が条例で定めるものについては、独自に利用することができます。
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マイナンバー制度

28

市民の利便性の向上
面倒な手続きが簡単に！

申請時に必要な課税証明書などの添
付書類が省略されるなど、行政手続き
が簡単になり、市民の皆さんの負担が
軽減されます。

27

行政の効率化
手続きが正確で
スムーズに！

個人番号カード表面（イメージ）

国や市町村などで業務の連携が進む
ので、情報の照合・転記・入力などに
かかる時間や労力が削減され、作業効
率が向上します。

3

公平・公正な社会の実現
不正受給の防止や
きめ細やかな支援に！

個人番号カード裏面（イメージ）

問い合わせ
●国のマイナンバーコールセンター

◆マイナンバー制度全般に関すること
企画室☎０５５７(８６)６０８２
◆通知カード・個人番号カードに関すること
市民室☎０５５７(８６)６２５５
午前８時30分〜午後５時15分
※土日祝日、年末年始を除く
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個人情報の保護

●市の担当窓口

マイナンバーを含む個人情報は︑
これまで同様に各行政機関がそれぞ
れ保有し︑必要と認められる場合に
限って︑情報の照会・提供を行う分
散管理の方法で管理されますので︑
個人情報が特定の行政機関に集約さ
れることはありません︒
また︑行政機関などを監視・監督
する第三者機関の設置︑罰則の強化
などの保護措置が実施されます︒

制度の詳細については、国のマイナン
バーコールセンターへお問い合わせくだ
さい。
☎０５７０(２０)０１７８
午前９時30分〜午後５時30分
※土日祝日、年末年始を除く

帳カード﹂は︑市に返納することに
なります︒

所得や他のサービスの受給状況を把
握しやすくなるため、負担を不当に免
れることや、不正受給を防止するほか、
本当に困っている人にきめ細やかな支
援を行えるようになります。

なお︑﹁個人番号カード﹂を取得
した場合には︑その時点で﹁個人番
号通知カード﹂および﹁住民基本台

2

10

身分証明書としても利用
できる個人番号カード

1

平成 年１月から︑希望者には
原則無料で﹁個人番号カード﹂を交
付します︵交付申請には︑平成
年 月以降に送付される﹁個人番
号通知カード﹂と交付申請書が必要
です︶︒
﹁個人番号カード﹂は︑身分証明
書としての利用や各種電子申請など
で利用が出来ます︒
﹁個人番号カード﹂には︑本人の
氏名・住所・生年月日・性別・マイ
ナンバー・有効期限・顔写真などが
記録されます︒ただし︑所得などの
個人情報は記録されません︒

マイナンバーのメリット

児童委 員協 議会

問い合わせ：長寿総務室☎0557(86)6323

0

地域の福祉を担う
民生委員児童委員とは

ねしています︒
また︑訪問した際に要
望があれば︑専門機関へ
の﹁つなぎ役﹂となり︑
適切な窓口を紹介してい
ます︒

100

民生委員は︑民生委員法に基づき︑
厚生労働大臣から委嘱される非常勤
の地方公務員です︒全国で約 万
人の民生委員が︑地域福祉を担うボ
ランティアとして活動しています︒
また︑民生委員は児童福祉法に定め
る児童委員を兼ねることとされてい
ます︒
任期は３年で︑３年ごとに一斉改
選されることになります︒

200

▼ＰＲ活動の様子

②相談
担当の区域で︑医療や
介護の悩み︑子育ての不
安︑経済的困窮による生
活上の心配︑ひとり暮らしの心細さ
などさまざまな相談に応じます︒
子どもや子育てに関する支援を専
門に担当する民生委員が︑主任児童
委員です︒主任児童委員は平成６年
１月に制度化され︑熱海市で８人︑

300

地域を見守り︑
地域における﹁つなぎ役﹂
民生委員には︑大きく４つの働き
があります︒それは︑①社会調査︑
②相談︑③見守り︑④行政や他団体
への協力です︒
熱海市の民生委員は︑具体的にど
のような活動をしているのでしょう
か︒
①社会調査︵基礎調査︶
住民の安全︑安心な暮らしのため
に︑毎年３月から４月にかけて︑高
齢者宅を民生委員が訪問し︑世帯調
査や︑もしものときにご家族へすぐ
に連絡できるよう緊急連絡先をお尋

400

平成２６年度
平成２５年度
500

熱海市民生委員児童委員 相談・支援件数
（件）
600

23

全国では約２万１０００人が活動し
ています︒
地域で生活する住民の一人である
委員だからこそ︑生活する人々の実
情を踏まえた相談支援活動を行うこ
とができるのです︒
また︑民生委員には法に基づく守
秘義務があり︑相談内容の秘密は堅
く守られます︒
身近な相談相手として︑専門機関
への﹁つなぎ役﹂となり︑必要な支
援へつなぎます︒

③見守り
地域の見守りを行い︑情報を行政
へ提供することも活動の１つです︒
近隣の住民から情報提供があった
際には︑見守りを強化し︑行政や専
門機関と連携をとっています︒また︑
もしものときには︑基礎調査でお尋
ねした緊急連絡先のご家族へ連絡を
しています︒
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地域を見守り、専 門 機 関 へ の つ な ぎ 役

熱 海 市民生委員
高齢者に対する
特殊詐欺被害防止キャンペーンへの協力

署などと協力して行うことが必要と
なるのです︒

あなたにもできる
身近な福祉活動
家族形態の変化やひとり暮らし世
帯の増加などにより︑地域での人と
人︑家族単位の関係も年々希薄化し︑
互いに助け合うことが少なくなって
いる中で︑身近な地域での組織づく
りが重要となっています︒

熱海市では
民生委員が不足しています
人口 万人未満の市町では︑
１２０〜２８０世帯ごとに１人
の民生委員を配置する必要があ
ります︒熱海市の場合︑民生委
員の定数は１３１人ですが︑平
成 年７月１日現在︑実際の人
数は１２４人で︑定数に対して
７人が欠員となっています︒
高齢化が進む熱海市で︑担当
の民生委員がいない地域がある
ということは︑身近な相談相手
10

そのためには︑﹁互いに支え合
う﹂ことの大切さを再認識すること
が必要であり︑そのことが近年増加
している孤独死などを防ぐことに繋
がるのです︒たとえば︑ご近所で顔
を見かけたらあいさつをすることな
どです︒また︑子育てをしている人
が身近にいる場合は︑温かい目で見
守ることが大切です︒
温かい︑思いやりのあるまちづく
りを一緒にしていきませんか︒

の不在を指します︒これは︑地
域福祉にとって極めて重要な課
題です︒
担当の民生委員がいない地区
では︑他の地区を担当している
民生委員がカバーしています
が︑気軽に相談できる民生委員
が身近にいることが大切です︒
民生委員の活動に興味を持た
れた人には︑詳細をご説明しま
すので︑まずは長寿総務室まで
お気軽にお問い合わせくださ
い︒

9

④行政や他団体への協力
悪質商法への注意喚起や︑熱中症
予防のための注意喚起を呼びかける
など︑住民の安全・安心な暮らしの
ための活動を行っています︒
近年︑詐欺の手口が巧妙となり︑
特殊詐欺があることを知っていても
被害に遭う高齢者が増加しています︒
今年は︑熱海警察署︑同署地域安全
協議会︑担当地区の民生委員が協力
し︑高齢者に直接︑特殊詐欺の被害
防止活動を行いました︒このように︑
直接高齢者宅を訪問し︑被害の未然
防止に努めることは重要であり︑身
近な相談相手である民生委員が警察

▶

27

健康 づくり

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

◆市民健康講演会

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（8 6 ）6 2 9 4

①「ＣＯＰＤの診断と治療について」
講師 熱海市医師会 佐藤 哲夫 先生
時間 午前10時30分〜11時
②「噛み合わせと健康」
講師 熱海市歯科医師会 小久保 幸宏 先生
時間 午前11時〜11時30分
③「眠れない時に飲むお薬について」
講師 熱海市薬剤師会 岡部 敦 先生
時間 午前11時30分〜正午

◆体験
●足指力測定にチャレンジ
〜あなたの足は踏ん張れますか？〜
（熱海市健康づくり推進委員連絡会）
●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）
●あなたの手洗いを検証!!
（静岡県看護協会熱海伊東地区支部）
●ニュースポーツ体験（熱海市健康づくり課）

日時：10月25日（日）
午前10時〜午後2時
場所：熱海市役所第三庁舎・いきいきプラザ
主催：熱海市健康まつり実行委員会

健康まつり
◆専門家になんでも相談

●お医者さんに気軽によろず健康相談
〜健康相談・血圧測定・もの忘れ相談〜
（熱海市医師会）
●歯科相談、あなたにあった歯磨き方法
（熱海市歯科医師会）
●薬局で相談しましょう（熱海市薬剤師会）
●あなたの肺年齢は （静岡県薬剤師会）
●高齢者なんでも相談（熱海地区地域包括支援センター）

◆展示・クイズで学ぶ
●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支部）
●疾病予防・健康づくりについて
〜肝炎・エイズ予防・タバコに関するクイズや展示〜
（静岡県熱海健康福祉センター・静岡県熱海保健所）
◆減塩川柳の表彰式
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参加者募集
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皆さんの健康づくりを
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11

15

応援する教室

12

10

○疲れにくい身体をつくる教室
分くらい続けて歩くと疲れを
感じたり︑止まって休んだりするこ
とがありませんか？正しい姿勢が維
持できるよう必要な筋肉をつけ︑疲
れにくい身体をつくる教室です︒週
１回︑全３回︑２カ所の会場で開催
します︒
対象者
歳以上の人
定員 各会場 人
︵応募者多数の場合抽選︶
参加費 無料
申込期限 各会場 月 日︵水︶まで

30

11

●軽食（赤飯・まんじゅう・ゼリー）の販売
（熱海市健康づくり食生活推進協議会）
●自然農法の安全安心な野菜の販売
（熱海ＭＯＡ自然農法の会）
●手作りパン・飲み物の販売 （陽光の園）

午前10時15分から第三庁舎議場にて開催◆

上多賀会館
日時
月５日︑ 日︑ 日
︵いずれも木曜日︶
午前 時〜 時 分

網代公民館
日時
月５日︑ 日︑ 日
︵いずれも木曜日︶
午後１時 分〜３時
11

◆販売します
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実施医療機関

所在地

10
15

電話番号

実施医療機関

所在地

電話番号

相磯クリニック

下多賀

0557(68)4836

アオキクリニック

中央町

0557(81)7285

熱海ちとせ病院

泉

0465(63)5881

熱海所記念病院

昭和町

0557(82)3000

熱海ゆずクリニック

清水町

0557(86)0930

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

野澤内科小児科医院

春日町

0557(82)2952

梅園ヘルスケアクリニック

梅園町

0557(84)0471

服部医院

網代

0557(68)0050

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

学んで！食べて！予防

健康を考える料理教室
今回の料理教室は高血圧がテーマ。今まで参
加した人からは「薄味でもおいしい」「簡単に
できるおいしい野菜料理が学べてうれしい」と
好評です。血圧が気になる人も、そうでない人
も、この機会に参加しませんか。
日時 10月19日（月）午前10時〜午後２時
場所 いきいきプラザ４階
内容
○ミニ講座
「正しい食習慣について
〜減塩と野菜料理のおすすめ」
○調理実習・ランチ交流会
○味噌汁の塩分チェック（希望者のみ）
参加費 900円（当日徴収）
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 24人（定員になり次第締め切り）
申込期限 10月９日（金）
主催 熱海市健康づくり食生活推進協議会

15
11

高 齢 者 の
インフルエンザ
予 防 接 種
のお知らせ

60 65

15

月 日から︑高齢者を対象とし
たインフルエンザ予防接種を開始し
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 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︵木︶〜 月 日︵月︶
の間に１回

接種費用︵自己負担金︶
１︐５００円

10

男性料理教室
〜お肉たっぷりの
メンチ風コロッケ〜
毎回好評の料理教室。今回は、男性が作るか
らこそおいしいボリュームのある料理「メンチ
風コロッケ」を実習します。「お父さんが作る
ほうがおいしい」「おじいちゃんの作るコロッ
ケはうまい！」など、ご家族に自慢の一品にし
てみませんか？
料理が苦手でも大丈夫。男性しか参加しない
教室ですので、初めての人も安心してお申し込
みください。大勢のご参加をお待ちしています。
日時 10月７日（水）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）
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 ９月30日（水）
主催 熱海市健康づくり食生活推進協議会
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行政書士無料相談会

熱海温泉ホテル旅館協同組合公式キャラクター

静岡県行政書士会熱海支部
☎0557(67)7505

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２日(金)
午前10時〜午後３時
場所：熱海市役所第一庁舎
４階ミーティングスペース

あつお への投票をお願いします！
「ゆるキャラグランプリ2015」に、
今年もあつおが参加しています。投票
をよろしくお願いします。
投 票 日：11 月16 日(月)まで
投票方法：インターネットによる投票
詳しくは
ゆるキャラグランプリ

問い合わせ：観光推進室☎0557(86)6195

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

第65回

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。予約が優先ですので、事前
に電話でお申し込みください。
日時：10 月４日(日)
午前10時〜午後４時
場所：静岡地方法務局沼津支局

ＪＩＣＡボランティア募集

国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、
開発途上国で現地の人々とともに
働き、国づくりに貢献するボラン
ティアを募集しています。また、
募集期間中に「体験談＆説明会」
を開催します。詳細はお問い合わ
せください。
募集期間：10月１日(木)
〜11月２日(月)
◆体験談＆説明会
日時：10月11日(日)
午前10時30分〜12時30分
午後２時〜４時
場所：三島商工会議所１階

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。
行事
山草展
手工芸展

日時
10月30日(金) 9:00〜16:00
31日(土) 9:00〜15:00
10月31日(土) 9:00〜16:00
11月 １ 日(日) 9:00〜15:00

短歌大会

10月31日(土) 13:00〜16:00

俳句大会

11月 ２ 日(月) 10:00〜15:30

書道展

青年海外協力協会中部支部
☎052(459)7229

統計情報

華道展

11月 ２日(月) 9:00〜16:00
３ 日(火祝)9:00〜16:00
11月 ２ 日(月) 12:00〜16:00
３ 日(火祝)9:00〜16:00

フラダンス発表会

11月 ３ 日(火祝)10:30〜15:00

美術展

11月 ６ 日(金) 9:00〜17:00
７ 日(土) 9:00〜16:00

レクダンス大会

11月 ７ 日(土) 12:00〜16:00

音楽発表会

11月 ８ 日(日) 12:30〜16:00

詩吟・詩舞大会

11月 ８ 日(日) 10:30〜15:00

押花展

11月 ９ 日(月) 12:00〜16:00
10日(火) 9:00〜15:00

民謡発表会

11月11日(水) 11:00〜16:00

社交ダンスフェスタ

11月11日(水) 10:00〜12:30

男
女

口

38,240 人
17,290 人
20,950 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
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
起雲閣
ギャラリー
南熱海
マリンホール
起雲閣
音楽サロン
南熱海
マリンホール
起雲閣
ギャラリー
南熱海
マリンホール
いきいきプラザ
多目的会議室

問い合わせ：文化交流室☎0557(86)6234

７月末の人口
人

検索

世帯数
21,280 世帯
人口前月比
2 人増

７月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,773
約 375
約2,148
103.4

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,812 ㌘
全 国
約 958 ㌘
全国は25年度平均データ
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電気柵の安全確認について

湯前神社秋季例大祭
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３日(土)・４日(日)
場所：湯前神社、熱海駅前広場
ほか
３日の内容：「湯汲み神事（熱海
駅前広場）、湯汲み道中パレード、
と ぎょ
宮神輿・連合神輿渡御」
４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(藤色)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。

農林水産室☎0557(86)6215

７月に、県内で電気柵による感
電死傷事故が発生しました。
市では事故を受けて、市内電気
柵の設置状況の調査と安全指導を
行っています。市でのチェック事
項は、電気柵設置の看板が設置さ
れているか、人が容易に立ち入れ
る場所で30ボルト以上の電源を
用いている場合には漏電遮断機が
設置されているかなどの７項目で
す。詳しくは、静岡県および熱海
市のホームページをご確認下さい。
なお、電気柵が設置されている
可能性がある箇所へ立ち入る際は、
十分にご注意ください。

年金情報流出を口実にした
振り込め詐欺にご注意ください
日本年金機構専用電話窓口
☎0120-818211

日本年金機構は６月１日、同機
構が保有する個人情報の一部が外
部に流出したことを公表しました。
同機構や年金事務所などから、
電話での連絡や個人情報の確認、
ＡＴＭの操作などをお願いするこ
とはありません。自宅や職場に、
同機構や年金事務所職員などを名
乗る電話がかかってきた場合は、
迷わず専用電話窓口や年金事務所
にご相談ください。
専用電話窓口では、土曜日・日
曜日を問わず、午前８時30分か
ら午後９時まで相談を受け付けて
います。なお、通話料はかかりま
せん。

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
場から解決の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。
開催日：10月21日(水)
開催時間と場所：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

第51回熱海市社会福祉大会
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、「笑いのチカラで健康
に」をテーマに落語を行います。
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30日(金)午後１時30分〜
会場：熱海市役所第一庁舎
４階第１・第２会議室
◆記念講演
青山学院大学落語研究会による落
語
◆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

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

看護職員に関する制度が変わります
10月から、看護職員の免許取得後ただちに業務に
従事しない場合や、退職して看護職員として勤務し
なくなったなどの場合には、県ナースセンターへの
届け出が必要になります。
現在未就業の人も対象になります。詳細はお問い
合わせください。
問い合わせ：静岡県ナースセンター☎054(202)1761
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りました︒
資料室が設けられたことにより︑
熱海の歴史を学ぼうとする市民も増
え︑新しい図書館では市民と資料を
結ぶレファレンス業務も積極的に行
われるようになりました︒

市の中心部にある図書館︒児童室
はできたけれど︑南北に市域の広い
熱海では子どもが図書館に来るのは
大変です︒そこで考えられたのが
﹁出前図書館﹂の発想です︒昭和
年から始まった﹁こども一日図書
館﹂は︑伊豆山仲道公会堂︵第１日
曜日︶と網代公民館︵第２日曜日︶
を会場にして開館され︑絵本やおと
ぎ話などを借りる子どもたちで貸出
係は大忙し︑登録した子が１００人
にもなったといいます︒
この頃には︑﹁目の不自由な人た

ちにも読書を﹂と︑点字図書を
冊揃え︑利用を呼び掛けました︒さ
らに︑昭和 年代に入ると︑小説
や落語が吹き込まれた﹁テープ読
書﹂の設置や大活字本の導入も進み︑
視覚障がい者の皆さんへの対応も大
きく広がりました︒
また︑昭和 年代には︑８ミリ
フィルムによるフィルムライブラ
リーも順次配備され︑子どもたちは
身近に映像を楽しむことができるよ
うになりました︒
宇宙戦艦ヤマト・鶴の恩返し・名
犬ラッシー・ナイチンゲールなどの
名作８ミリフィルムが︑子ども会や
保育園︑各団体に貸し出され︑目を
輝かせて見入る子どもたちの姿があ
りました︒
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熱海市長
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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）
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今年は日本が敗戦してから︑ちょうど
年目に当たります︒例年以上に︑先の
大戦に思いをめぐらす機会があったよう
に思います︒
かいりゅう
先日︑人間魚雷﹁海龍﹂が下田港沖の
海底で新たに見つかったという新聞記事
を読みました︒過去に熱海市網代の沖で
も海龍が発見されたことがあります︒太
平洋戦争の末期︑米艦隊が東京に来襲す
ることを想定し︑伊豆半島を前線基地化
する構想があったのだそうです︒終戦に
より︑海龍は実戦に大規模には投入され
ませんでしたが︑もし本土決戦になって
いたら︑この伊豆で多くの若者が特攻隊
員として命を散らしていたかもしれませ
ん︒
また︑熱海市のある人から︑子どもの
頃︑市内で米軍の戦闘機に追いかけられ
本当に恐ろしい思いをした︑操縦士の顔
がはっきり見えたという話を聞いたこと
があります︒
私の妻の母親は二十歳の時に外地で終
戦を迎えました︒妻が幼少の頃から︑折
に触れて機銃掃射や引き揚げの話をした
そうです︒妻にとって戦争の記憶は自分
の母親からごく自然に受け継いだもので
す︒一方︑私の両親はもっと下の世代の
ため︑両親の戦争体験については大変ひ
もじい思いをしたこと以外はあまり聞い
たことがありません︒このため︑戦争中
にどのようなことが行われていたのか︑
そして︑なぜこの戦争が起き︑なぜもっ
と早く終結できなかったのかについて私
自身が自分の言葉で語れるように︑先の
大戦に対する理解を意識して深めていか
ねばならないと考えています︒
戦争を知らない世代の皆さんにも︑戦
後 年の節目に﹁戦争の悲惨さ﹂﹁平和
の尊さ﹂について今一度考えていただき
たいものです︒
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問い合わせ：熱海市立図書館
☎0557(86)6591
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目を輝かせて楽しんだ８ミリフィルム

初めて完備された吹き抜けの閲覧室で楽しむ様子
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第６回
「文化会館」と
「熱海市立図書館」の誕生
市制 周年を迎えた昭和 年４
月︑歴史を刻む旧御用邸の跡地に文
化会館が建設されました︒熱海市民
の文化の殿堂となるこの会館は︑地
下１階地上３階の建物で︑１階には
会議室や結婚式場︑２階には講演会
や展示会が開催できるホールなどが
設けられました︒この文化会館の３
階と中３階に待望の図書館が誕生し
たのです︒
蔵書数４万５９８１冊となった図
書館は︑﹁熱海市立図書館﹂と改称
され︑閲覧室や児童室︑資料室︑書
庫や事務室が完備されました︒
新しい図書館では︑吹き抜けの広
い閲覧室でゆったりと新聞や雑誌を
読む市民や︑歴史資料を探す利用者
の姿が見受けられました︒
児童室には市内の小学生が描いた
えん じ
絵を織り込んで制作された臙脂色の
カーペットが敷かれ︑好みの絵本を
手に取る子どもや親子連れの姿もあ
30

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 ( 予約制 ) 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
６日㈫ 網代小学校
20日㈫ 大縄公園
海光園
７日㈬ スルガケアサービス
21日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
１日㈭
泉支所
15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
２日㈮
七尾団地集会場
16日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
13日㈫
第二小学校
27日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
14日㈬ 第一小学校
28日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
８日㈭
多賀中学校通用門駐車場
22日㈭
９日㈮
熱海中学校
23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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各種相談日

1㈭

法

施設休業日
●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●熱海子育て支援センター・南熱海子育て支援センター・
マ
にこにこサロン合同「ミニミニ運動会」
（南熱海マリンホール）
10：00〜11：30

2㈮

灯の祭典（泉公園）19：00〜21：30

3㈯

熱海ＨＩＳＴＯＲＩＣＡ Ｇ．Ｐ．
（長浜海浜公園）10：00〜15：00
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※４日まで
あたみ湯ったりアートフェスティバルオープニングイベント
（熱海駅軽便鉄道前）12：00〜
◆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

※３日まで

4㈰
5㈪

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（熱海保健所）17：00〜19：45

6㈫
7㈬

行

8㈭

法

9㈮

マ
起
マ

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

●献血（熱海市役所前）10：00〜12：00、13：15〜16：00

マ

10 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※12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 ※12日まで

11 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00

12 ㈪

体育の日
秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

図
釣

14 ㈬

●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

15 ㈭

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）
9：00〜11：15
●製本教室（図書館）9：30〜15：00
●熱海子育て支援センター「秋の自然に触れてあそぼう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：30

マ

13 ㈫

心

16 ㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00

17 ㈯

下多賀神社例大祭（下多賀神社）※18日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

※18日まで

18 ㈰
19 ㈪

消知
精ぷ

今宮神社例大祭（今宮神社）※20日まで

20 ㈫

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〜

21 ㈬

行

22 ㈭

法

起

●製本教室（図書館）9：30〜15：00
◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30

23 ㈮

●にこにこサロン「音楽会」
（親子ふれあいサロン）10：30〜11：00

24 ㈯

和田木神社例大祭（和田木神社）※25日まで
小山神明宮例大祭（小山神明宮）※25日まで

25 ㈰
26 ㈪
27 ㈫
28 ㈬
29 ㈭

図

マ

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
消人
障何

図

●熱海子育て支援センター「自由遊び」
（栄光熱海中央保育園）
10：00〜11：00
起

◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

30 ㈮

●製本教室作品展（図書館）10：00〜16：00
※11月１日まで、11月１日は15：30まで

31 ㈯

おさかなフェスティバル（熱海港海釣り施設）※11月１日まで
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。

マ

テーマは、「地球にやさし
い環境づくり」。
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・作品展示、フリーマー
ケットなどを行います。
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17日（土）
午前９時30分〜午後２時
場所：熱海市役所第三庁舎

みんなの消費生活展
おすすめコーナー
◆入口で

参 加 団 体
熱海消費問題研究会
熱海女性連絡会
熱海市環境衛生自治推進協会
熱海地球温暖化対策地域協議会
熱海ＭＯＡ自然農法の会
沼津友の会熱海もより
熱海市消費生活モニター
熱海市消費生活相談員
一般財団法人関東電気保安協会
静岡県熱海財務事務所
熱海市下水道課

包丁研ぎ１本200円先着100本
（１人２本まで）

◆展示会場で
使用済み、洗浄済み、乾燥済みの牛乳
パック６枚（1,000mlパックを切り開いた
もの）とトイレットペーパー１個を交換
します。（１人３個まで）

◆庁舎前駐車場で
フリーマーケット、ブックバスによる
リサイクル本市を開催します。

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（水）
■国民健康保険税
第３期
【納税室】☎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

マンション管理セミナー＆無料相談会
問い合わせ：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
会の主催で、マンション管理に関する講演と意見交換会、
個別相談会を開催します。参加費は無料ですが、個別相談
会は事前の申し込みが必要です。
日時：10月８日（木）午後１時30分〜４時30分
場所：起雲閣音楽サロン

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。

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

