
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 熱海市は、将来都市像に
「住むひとが誇りを 訪れ
るひとに感動を 誰もが輝
く楽園都市 熱海」を掲げ、
「住んでみたい」「訪れてみ
たい」、そしてそんな街に
「投資をしたい」という「選
択される街」を目指して、
シティプロモーション活動
に取り組んでいます。 

『熱海ＮＥＷＳ ＬＥＴ
ＴＥＲ』は、その活動の一
環として、熱海の旬な情報
をお伝えするために、定期
的に発行しています。 

                        
 
 
 
      
 

    熱海市役所 秘書広報課 広報情報室 

      〒413-8550 静岡県熱海市中央町 1-1 

      TEL  0557-86-6070   MAIL  koho@city.atami.shizuoka.jp 

      熱海市ホームページ  http：//www.city.atami.shizuoka.jp 

【特集１】熱海の夏は、海もいいけど、山も意外といいんです ・・・Ｐ２ 

  夏の熱海は海水浴場だけではない。熱海の市街地からほど近い姫の沢公園の緑に囲まれ

ながらのアスレチック体験や、陶芸づくりなどの“動”と“静”の魅力を紹介します。 
【特集２】ぶらり、市（いち）を散歩 ・・・Ｐ３ 

  熱海市内各地で定期的に開催されている“市（いち）” 
 
【イベント】７月・８月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇熱海海上花火大会  
◇ＭＯＡ美術館薪能 
◇熱海海水浴場開き 

【熱海のココスキ!!】「一年中海を楽しむ、熱海の海は立地条件も最高」
・・・Ｐ５

  熱海ビーチクラブを主催する光村代表に、「ビーチアート」など熱海の海遊びについて 

伺いました。 
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右の写真は、Ｐ４の海水
浴場海開きでご紹介して
いる熱海サンビーチ。 

編
集
・
発
行 



 

 
 
 

熱海の夏といえば、“ビーチ”と思っている人が多いかと思いますが、それだけではありません。市街地からほど近

い山の手に、「姫の沢公園」が存在します。今回の特集では、日本の都市公園１００選指定の「姫の沢公園」に迫ります。  

 

市街地から楽々行ける自然公園   

姫の沢公園は入園無料の自然公園で、熱海市街地から車で約５分とほど近く、無料駐車場も３００台整備されているほ

か、熱海駅から十国峠登り口間の絶景富士山乗車券（伊豆箱根バス）バス乗り放題もあるので、日帰りでも宿泊した翌日

でも比較的容易に行くことができます。そんな近い距離にありながら、標高が４５０m あるので市街地よりも涼しく過ごす

ことができます。宿に泊まって翌日は大きな荷物を駅に預けてぶらり、これができるのが姫の沢公園なのです。 

姫の沢公園の“動”の魅力   

なんといっても姫の沢公園といえば、５０

種類もあるアスレチック。ファミリーだけでな

く最近は社内レクなどの若者グループにも人

気があるようです。ハイキングコースも含め

ると１０通りのコースバリエーションがありま

す。特にオススメのコースは、十国峠登り口で

バスを下車、十国峠ケーブルカーで頂上駅ま

で行ってアスレチックのスタート地点へ行き、

アスレチックコースを巡って下るコース。十国

峠から世界遺産に登録された富士山の絶景

を望んだ後、自然を満喫しながらアスレチック

するのも楽しいものです。 

 身体を動かしてお腹がすいたら、バーベキューやカレー体験

などもあります（要予約）。 

 ◇バーベキュー 

   利用料金 : １区画３，１００円（１０人まで） 

道具貸出 : コンロ・鉄板・網 １，０００円、炭１kg ３００円 

   ※食材セットは必要な人のみ 別途料金 

 ◇カレー体験  

   利用料金 : 人数により異なります。お問い合わせください。 

姫の沢公園の“静”の魅力   

 姫の沢公園は「日本の都市公園 100 選」に指定されているとおり、四季

折々の花木が園内に分布し、いつ訪れても多くの花々が出迎えてくれま

す。この時期（７月～9月）は夏の青々とした空間で、アジサイ、ヤマボウシ、

ヤマユリなどの花が観賞できます。 

 また、公園内の第二陶芸センターでは、前日までに予約すれば「陶芸体

験コース」や「陶芸絵付コース」も利用できます。あなたも湯のみや小鉢な

ど、オンリーワンの作品を作ってみませんか。 

【お問合せ・予約など】 姫の沢公園 ＴＥＬ０５５７－８３－５３０１    http://atami-kousha.com/ 

 

熱海の夏は、海もいいけど、山も意外といいんです。
         



 

 
 
 

熱海では定期的に、新鮮な海の幸・山の幸、そして芸術的な作品などに出会える“市”が開催されています。 

今回は市内各地で開催されている“市”をご紹介します。  

 

海辺のあたみマルシェ   

この「海辺のあたみマルシェ」は熱海銀座通りを歩行者天国

にし、２カ月に１度のペースで開催されています。今回で５回目

を迎えるこのマルシェ、1 日の来場客が約 5,000 人となるほど

の人気の“市”となっています。近隣で採れた新鮮な野菜や魚

などの販売ブースのほか、陶器・革製品などのクリエイターな

どの作品も展示・販売されています。 

日時 ： ７月１９日（土） １０：００～１６：００ 

場所 ： 熱海銀座通り商店街 ほか 

 

日曜朝市   

日曜朝市は、毎月第２・４日曜日に渚小公園にて開催しています。熱海からは名産の干物・無農薬野菜・お茶・お惣菜、函

南からは採れたての野菜・花を中心に販売されるなど、地元ならではの商品が勢ぞろいします。 

今年度から、毎回その日ならではの目玉商品を用意しています。また、７月２７日は夏休み抽選会が実施されるほか、無

料ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなども行いますので、ぜひお子様連れでお出かけください。 

開催日 ： 毎月第２・４日曜日 ※荒天中止、売切れ次第終了  時間 ： 朝７：００～１１：００頃  場所 ： 渚小公園 

 

ながはま特設市  

ながはま特設市が開催される長浜海浜公園は、熱海市街地から伊東方面へ向かう国道１３５号線沿いにありますので、

伊豆東海岸のドライブの休憩場所としても、気軽に寄れる場所にあります。 

地元の特産であるミカンやダイダイ、農産物、魚介類などの新鮮な品が取り揃えられています。芝生広場を利用した

フリーマーケットなども３０店ほど出店されますので、立ち寄ってみてはいかがですか。 

開催日 ： 毎月第１週末、第３週末と連休を中心に開催   ※夏季海水浴期間（７/1０～９/１０）なし 

 時間 ： ９：００～１５：００ 場所：長浜海浜公園、無料駐車場あり（200 台駐車可能、電気自動車充電設備あり） 

 

熱海魚市場 魚祭り 

熱海の中心市街地にある熱海魚市場では、今年５月から

“魚祭り”を、隔月で開催されていくこととなりました。地元網

代や近隣沼津・小田原といった港からいろいろな種類の魚が

集まり、新鮮な魚が販売されるほか、サザエ、伊勢海老などの

浜焼き、魚の三枚おろし教室などの企画もあるので、大人から

子どもまで楽しめます。 

日時 ： ７月２７日(日) １０：００～１６：００   

場所 ： 熱海魚市場（熱海市清水町） 

 

ぶらり、市（いち）を散歩
         



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熱海の夏は市内各地で花火大会が開催されます。 
 熱海の花火は、眼前から打ち上げられるので、光
の花だけでなくお腹に響く音も魅力的です。 
 

＜開催場所・日時＞ 
 ○熱海湾： 

７/21･26、８/５･８･17･20･29 20:20～20:50 
○伊豆湯河原：７/26 20:20～21:00 
○初島：７/27 20:00～20:15 
○伊豆山：８/３ 20:20～20:50 

    ８/25・26 20:45～21:00 
 ○伊豆多賀：８/12 20:20～20:40 
 ○網代：８/16 20:30～20:50  
 

８月 1 日(金)・２日(土) 18:00～20:30
※雨天中止 

◆お問合せ  熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

20 日 マリンフェスタアタミ 2014(親水公園) 

21 日 網代ベイフェスティバル(網代港埋立地) 

1～４日 あたみビール祭り(親水公園) 

14･15 日 網代温泉ふるさと祭り、盆踊り大会 

（大縄公園）

16 日 百八体流灯祭（多賀湾） 

25･26 日 伊豆山温泉さざえ祭り＆花火大会 

（伊豆山海岸） 

31 日 送り火供養祭･キャンドルナイトの夕べ 

（般若院）

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

８
月 

７
月

夏の夜空に咲く大輪の花 
「熱海海上花火大会」 

 来宮神社例大祭  
熱海こがし祭り山車コンクール 

 パワースポットとして
名高い来宮神社の例大祭
の一環として、毎年15日･
16 日に熱海こがし祭り山
車コンクールが開催され
ます。 
 国道１３５号線を交通
規制し、３０数基の山車
が集結します。 

この日は、街中が祭り
一色になります。 

７月１５日(火)・１６日(水) 18:30～

  夏の夕暮れに芸術に触れる・・・ 

        「ＭＯＡ美術館薪能」 

◆お問合せ  MOA美術館「薪能事務局」  ＴＥＬ 0557－84－2567

熱海サンビーチ、長浜海水浴場、 
大縄海水浴場『熱海海水浴場開き』

７月１２日(土)～８月３１日(日) 

◆お問合せ  公園緑地室 ＴＥＬ0557－86－6218 

熱海市には海水浴場が 3 カ所あります。熱海駅か
ら近く市街地にある「熱海サンビーチ」、広い駐車場
が魅力の伊豆多賀にある「長浜海水浴場」、波が穏や
かな網代漁港に近い「大縄海水浴場」、どの海水浴場
もカップル・ご家族連れで楽しめる海水浴場です。

ＭＯＡ美術館では、
相模湾を望む雄大な光
景を背景に、ムア広場
において、薪能を開催
します。 

夏の夜に彩るかがり
火と、海上を照らす月
の光。幽玄な能の世界
をお楽しみください。 

入場料無料で、定員
は両日ともに 1800 人
（事前申し込み不要）。 

●８月１日（金） 
 能 観世流、狂言 和泉流 
●８月２日（土） 
 能 宝生流、狂言 大蔵流 

◆お問合せ 熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

７月・８月開催 



 

 

 
 

－ 光村さんが、熱海ビーチクラブを発足されたのはどのような経緯ですか？ 
 

光村 私はマリン業界の仕事をしており、熱海の海に２５年くらい関わっています。

３年前に２０歳代の人を対象にマリン業界でアンケートをとったところ、海が好き

か嫌いかとのアンケートに、日焼けやべたべたするなどを理由に５０％を超える人

が海が嫌いと答える結果となりました。これはまずい、小さい頃から海遊びをする

機会を設けなくてはならないという強い思いと同時に、熱海の海は熱海の人たちに

とって遠い存在であると認識し、３年前より熱海ビーチクラブを立ち上げました。 
 

－ 「ビーチクラブ」とはどのような活動なのですか？ 
 

光村 熱海を含め

て全国１１カ所で 

“一年中海を楽しむ 海辺のコミュニティ作り“と

いう考えのもと実施されています。基本的なタイム

スケジュールは全国一律で、事前予約もいらず参加

費は無料です。最初に海辺のごみ拾いをし、その後 1

時間から 1.５時間シーカヤックなどの海のプログラ

ム。最後に公式プログラムとしてビーチサンダル飛

ばしなどをやります。 

熱海ビーチクラブは毎月第２日曜日に開催してお

り、地元の人、観光客など、老若男女問わず、海遊

びに参加していただいています。 

熱海独自のプログラムは“ビーチアート”と“シャボン玉”で、特にビーチアートは、熱海にインターンシップ

で来ていた学生が始めたのがきっかけで、現在も熱海ビーチクラブのメンバーが引き継いで実施しています。ビー

チアートは作品を作りながらコミュニケーションを図ることができますし、作品の写真や仲間同士の記念写真がフ

ェイスブックで拡散され、コミュニティが広がり新たなファンも増えています。 
 

－ 地元の人にとって熱海の海が遠い存在であったとのことですが、熱海の海の良さはどのようなところですか？ 
 

光村 熱海にはサンビーチという砂浜がありビーチに入りやすい。その横にはマリーナもあるのでステップアップ

もしやすい。なおかつその隣に 7.5 岸壁があるので大きな旅客船も入港するなど、いろいろなパターンで海の魅力

に触れる機会があります。さらには、錦ヶ浦という断崖絶壁があり風光明媚で、海中もドロップオフという 30ｍか

ら 50ｍに急に落ちる断崖で、ダイビングするには楽しいところです。そういう場所は魚も集まるので、ボートに乗

るお客さんは釣りのポイントにもなりますし、ヨットのお客さんなどは、少し足を伸ばせば県内唯一の離島「初島」

もあるので立地条件は日本一だと思います。 

 これに加えて、陸に上がれば新幹線も停まるし、温泉もある。そういう熱海の価値を地元の皆さんにももっと知

ってもらいたいと思っています。 
 

－ 最後に、光村さんの“熱海のココスキ！”とい

うことがありましたら教えてください。 
 

光村 滝知山（たきちやま）ですね。富士山も一望

でき、朝は日の出も見ることができます。夕方にな

ると沈む夕日や、西側には沼津市街の夜景、東側に

は熱海市街の夜景もパッと眺めることができます。

日の出も夕日も見えるあの場所はスペシャルですね。 

もう一つは夕暮れのマリーナ。夏の夕方のトワイ

ライトタイムでは、夕凪状態になって日が落ちてだ

んだん暗くなっていく海の風景が本当に独特。見る

ことができる時間に限りがあるのがスペシャルでよ

いですよね。 

一年中海を楽しむ、熱海の海は立地条件も最高

光村
みつむら

 智
とし

弘
ひろ

 さん 

熱海ビーチクラブ 代表 

母の日に描かれたビーチアート(H26.5 月) 

夕暮れのスパ・マリーナ 


