
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ＬＥＴＴＥＲ』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 
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2016」でご紹介している海辺
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【特集１】この秋、熱海はアートで染まります！・・・Ｐ２ 

 熱海サンビーチを舞台に、初めて開催される「あたみ海辺の薪能」をはじめ熱海の街が

アートで染まる「あたみ湯ったりアートフェスティバル 2016」をご紹介します。 

 

【特集２】Ａ-ｂｉｚ（熱海市チャレンジ応援センター）事業の 
拡充をしました！・・・Ｐ３ 

熱海のまちなかにオープンしたシェアオフィスに、他の民間事業者と共に一つの事業者

として熱海市と商工会議所の職員が入居し、相談業務を行っていますのでご紹介します。 

 

 

 

  

【特集２】秋を鯵（アジ）わう ・・・Ｐ３ 

  この時期、脂がのってくる鯵。今年の秋は、鯵の一品を巡ってみませんか？ 

 

 

【イベント】９月～１１月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇熱海梅園もみじまつり ◇おさかなフェスティバル ◇熱海 HISTORICA G.P. 

【熱海のココスキ!!】「熱海の出会いに感謝」・・・Ｐ５ 

消しゴムはんこ作家 津久井智子さんに、消しゴムはんこの魅力と熱海に移住した理由

などについて伺いました。 

エービズ 



 

 

 
 

今回の特集では、熱海の街をアートに染める「あたみ湯ったりアートフェスティバル２０1６」についてご紹介します。 

 

  あたみ湯ったりアートフェスティバル ２０１６ 

「この秋、熱海はアートで染まります」をコンセプトに、イベントを結ぶ、“あたみ湯った

りアートフェスティバル２０１６”が開催されます。熱海ならではの豊かな温泉、自然がおり

なす景観美を生かしたイベント、レトロな街中で繰り広げられる芸術祭や音楽祭は、秋の

熱海をステキに彩ります。 

期間：10 月 1日（土）～１２月４日（日）   場所：市内各地 

 

第４回熱海梅園アート・クラフトフェスティバル  

熱海梅園の回遊庭園を散策しながら「本物と出会う」をキャッチフレーズに、熱海

ならではの演出をした園内で、全国からの出店する手づくり工芸作品の魅力を身近

に感じることができます。また、美味しい食事と喫茶もコラボで秋を満喫できます！ 

日時：１０月８日（土）～１０日（月祝） ９：００～16:００ 場所：熱海梅園  

 

 

熱海初！海辺の薪能 （ＭＯＡ薪能） 

熱海では、この地域特有の自然現象でもある「月の道」が満月

の夜の海上に出現します。その幻想的な月の光と、かがり火の中

で舞う薪能は全国でも唯一です。熱海の大自然の美しさの中で、

日本の伝統文化を心ゆくまでお楽しみいただけます。 

日時：10 月 14 日(金)～15 日(土)   

場所：熱海サンビーチ特設舞台 （雨天時「芸妓見番」） 

Daylight Stage ／13:00～15:00 公募出演者によるステージ 

Twilight Stage ／16:30～オープニングセレモニー 舞台お祓い

の儀 常盤津「熱海名所」他 （熱海芸妓） 

Moonlight Stage ／Twilight Stage 終了後 火入れの儀、邦楽演奏 新作舞踊 熱海の森羅万象に捧ぐ 邦楽演奏など 

 

熱海の街中でアーティストたちの作品展示会 

熱海、多賀、網代ゆかりの芸術家と

文化人が発信した多賀網代文化展

から ART ATAMI EXPO と改名し、熱海にゆかりのある

一流のアーティストたちが、起雲閣やカフェ、ホテルの

各所で、絵画、陶芸、彫刻の展示、ワークショップなど

街中でアートを体感できるイベントを開催します。 

日時：11月 18 日(金)～20 日(日)  

場所：起雲閣(昭和町 4-2)・Gallery Sooko(林ガ丘町

14-7)・佐藤椿油店(銀座町 6-6)・ホテルミクラス(東海岸町 3-19)・Roca 晴(銀座町 10-19) 

 

 

この秋、熱海はアートで染まります。 
 
          

◆お問合せ MOA美術館 ＴＥＬ 0557-84-2520 

 

◆お問合せ 熱海梅園アート・クラフトフェスティバル実行委員会  ＴＥＬ 090-8469-7775 

 

◆お問合せ ART ATAMI EXPO ＴＥＬ 0557-35-9294 

 



 

 

 
 

熱海市では、「リノベーションまちづくりと融合した創業支援による地域活性化」事業を進めています。 

熱海市と商工会議所が連携して行っているＡ-ｂｉｚ（熱海市チャレンジ応援センター）事業が平成２８年７月から拡充しま 

した。熱海のまちなかにオープンしたシェアオフィス「ｎａｅｄｏｃｏ」に、他の民間事業者と共に一つの事業者として入居し、

相談業務を行っておりますのでご紹介します。 

市役所と商工会議所がタッグを組んだＡ
エ

-
－

biz
ビ ズ

  

Ａ-ｂｉｚは、従来の財務・金融中心の支援から大きく舵を切り、事業者の皆さんの売り上げ

につながる支援をする取り組みで、熱海市と熱海商工会議所が連携し、熱海市役所産業振

興室を窓口に平成２４年１０月から始動している事業です。 

              Ａ-bizの主な業務内容 

◎起業・経営相談：相談者の目線に立った個別支援・売り上げ増加に向けた具体的な

提案。  

◎地域産業支援機関へのコーディネート：ｆ-Ｂｉｚ（富士市産業支援センター）・中小企業

中央会・静岡県産業振興財団などと連携し、適切な支援機関・支援制度を紹介。 

◎セミナーやワークショップの開催：事業者のステップアップや課題解決に直結する

セミナーや売り上げ増加のポイントを学ぶワークショップの開催。 

◎ＷＥＢサイトでの情報発信：最新の役立つ情報を随時発信する。 

 

「ｎａｅｄｏｃｏ」（なえどこ）にＡ-ｂｉｚ職員が出向しています！ 

「ｎａｅｄｏｃｏ」は、熱海のコワーキングスペース＆シェアオフィス。駅から徒

歩１５分、海まで徒歩１分の熱海の一等地に建つ、築６０年の歴史あるビルが、

リノベーションにより生まれ変わりました。開放感あふれる広々とした空間

には、ミーティングスペースやシェアキッチンも兼ね備えており、仕事や打

合せだけでなく、勉強会やワークショップなど地域活動の場として使用で

きます。民間事業者と一緒にひとつの事業者として、Ａ-biｚ職員も出向して

いるので、熱海市役所と商工会議所のサポートが一緒にいつでも無料で

受けられます。民間の感覚やスピード感、ネットワークを活用し、より気軽に相談ができ、地域に密着した個店支援、創業支

援を行っていきます。熱海で創業したい、今の事業を発展させるアイデアが欲しい、誰か協力してくれそうな人を紹介し

て欲しい、という人の相談に乗ります。大きく育っていく「苗床」のような、これからの熱海を作っていく拠点となること

を目指しています。  場所：熱海市銀座町６－６ サトウ椿ビル２F ＷＥＢ：http://www.naedoco.jp/ 

 

都内でリアルトーク開催決定！ 

“都心でガツガツでも、田舎へターンでもない生き方、あります。～小田原、真鶴、熱海リアルトーク～” 

東京ではないどこかで、仕事したい。でも、あんまり遠いのは抵抗感がある……。そう思 

ったら、のぞきに来てみませんか？自分らしい暮らし方、仕事の仕方のヒント、湘南の向こ 

う側で見つかるかもしれません。当日は、小田原、真鶴、熱海でそれぞれの生き方をしてい 

る方が集合。ぶっちゃけ、どうなのか。本当のことを語ります。 

日時：９月２９日（木）19:00～20:15 トーク 20:20～21:30 交流会 

費用：トーク無料・交流会 1000 円（現地決済）場所：「SOOO dramatic & reboot」 

（東京都台東区下谷 1-11-15 ソレイユ入谷 ）主催：小田原、真鶴、熱海リアルトーク実行委員会  

エービズ 

Ａ-ｂｉｚ
エ - ビ ズ

（熱海市チャレンジ応援センター）事業の拡充をしました！ 

◆お問合せ：産業振興室 ＴＥＬ0557-86-6204  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早咲きの梅が開花する 
熱海梅園は、日本一遅い紅葉が見られるスポットと
しても知られています。 
 期間中は、熱海温泉が楽しめる「足湯」や、夜の
幻想的な風景が楽しめる「もみじライトアップ」も
オススメです。 
 ●足湯オープン 10:00～16:00 
●もみじライトアップ 17:00～21:00 

◆お問合せ  熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

３･４日 ｱﾀﾐｱﾛﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（親水公園） 

11 日 魚祭り（熱海魚市場） 

19 日 秋季海上花火大会（熱海湾） 

25 日 海辺のマルシェ（熱海魚市場） 

１・２日 湯前神社秋季例大祭 湯まつり 

        （湯前神社及び熱海駅前） 

29･30 日 南熱海お宿グルメフェスタ  

（長浜海浜公園） 

12･13 日 網代ひもの祭り（網代大縄公園） 

 

   

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

 
 
 

10
月 

９
月 

日本一遅い紅葉が見られる 
「熱海梅園もみじ祭り」 

ナイトミュージアム
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。 

１１月１２日(土)･１９日(土)17:00～21:00 

  往年の名車が勢ぞろい 
      熱海 HISTORICA G.P.2016 

◆お問合せ 熱海ヒストリカ G.P.実行委員会事務局 ＴＥＬ 0422－46－1612 

 

船釣り体験・干物づくり体験教室など 
『熱海おさかなフェスティバル』 

１１月１日(土)・２日(日)9:00～15:00 

 

ｎｉｔｉ日 

◆お問合せ  熱海市観光協会 ＴＥＬ 0557－85－2222 
 

市街地からほど近い熱海港海釣り公園にて、第
５回「熱海おさかなフェスティバル」を開催。貸
し竿・エサつきで気軽に参加できる「船釣り体験
（有料）」や自家製の干物をお土産にできる「干
物づくり体験教室（有料）」など、楽しいイベン
トが盛りだくさんです。 
浜焼きコーナーや、地場産品などの出店もある

ので、ぶらっと寄ってみるのも楽しいです。 
 また、各日の 11:00 から多賀産ワカメ味噌汁サ
ービスが先着 300 名に振る舞われます。 

仲秋の名月に、鎌倉三代
将軍で歌人将軍としても
知られる「源実朝」を偲ぶ
歌会を開催します。満月の
夜に詠まれる歌はとても
風情があります！ 

◆お問合せ 伊豆湯河原温泉観光協会  TEL 0465－62－5135 

 

１１月１２日(土)～１２月４日(日) 

ｎｉｔｉ日 

  第 65回源実朝を偲ぶ 
        仲秋の名月 伊豆山歌会 

９月１５日(金) <歌会> 起雲閣 13:00 

          <献歌> 伊豆山神社 18:30～ 

◆お問合せ  生涯学習課  ＴＥＬ 0557－86－6231 

 

11
月 

澤田政廣記念美術館 
ナイトミュージアム（夜間特別開館） 

◆お問合せ 澤田政廣記念美術館 ＴＥＬ 0557－81－9211 

 

 

今年で３回目となる
熱海 HISTORICA G.P。
アルファロメオをはじ
め、アストンマーチン
などが集結し、毎年パ
ワーアップして開催さ
れます。海を背景に往
年の名車の数々を楽し
みませんか？ 

１０月１日(土)･２日(日)10:00～14:00 



 

 

－２００３年より消しゴムはんこ作家となり、書籍の出版をきっかけに「消

しゴムはんこ」ブームを引き起こし、メディア出演やワークショップ、展示

会など、消しゴムはんこを通して全国各地で幅広い活動をしている熱海市在

住の津久井さんにお話しを伺いました。 

－消しゴムはんこについて教えてください－  

津久井 版画用の消しゴムにカッターや彫刻刀で図柄を掘ってはんこを作って

います。はんこを押せばカードや雑貨、洋服などもデザインできるほか、版画に

したり絵を書いたりと、消しゴムはんこの楽しみ方や活用方法は沢山あります。 

 

－熱海に住んだ理由は？－ 

津久井 東日本大震災後、一軒家で環境の良い場所を探していた

ところ知り合いに熱海を勧められました。それまで、熱海に来た

ことはなかったのですが、新幹線が停まり、東京の仕事場へも通

え、大好きな温泉も気に入ったので熱海に住みはじめました。い

ろいろな人たちと出会い、交流をもったので、起雲閣での作品展

やホテルミクラスでの壁画制作などの仕事に繋がっていきました。

まさか熱海で仕事をもらえるとは思ってはいなかったので、本当

に熱海の皆さんには感謝しています。 

―11/18～20に開催する ART ATAMI EXPOについて教えてくださいー（＊P２でイベント紹介あり） 

津久井 ART ATAMI EXPO は、熱海ゆかりのアーティストたちが、街中の各場所で絵画、陶芸、工芸、彫刻などの作

品展示やワークショップなどを行います。熱海では、いろいろなジャンルで一流のプロのアーティストの方が多く

活躍され、見応えのある作品ばかりなのでぜひ、大勢の方に見に来ていただきたいです。私は、11/1～30の 1か月

間、ホテルミクラスで作品展を、11/19・20は、はんこ作りのワークショップを行いますので今から楽しみです。 

―津久井さんにとって消しゴムはんことは？― 

津久井 消しゴムはんこというと、子どもの遊びの延長だと

想像されやすいのですが、実際にはもっと繊細で奥深く、ア

ートとして自由な表現ができるのが魅力です。今年 1月には、

東海汽船の高速ジェット船の壁画制作をさせていただき、

9/19～25には、京都の同時代ギャラリーで個展を開きます。

小さな紙の上から大きな壁画まで、無限に広がる消しゴムは

んこの可能性を信じてもっと挑戦していきたいです。 

 

―

最後に、 津久井さんの“熱海のココスキ！を教えてください― 

津久井 山の上の自宅です。本当に自然の環境が良く、鳥や虫の鳴き声、山、海、

星もすごくきれいです。やはり家が一番安心しますね。また、温泉に入ってリフ

レッシュできるので東京に住んでいた時に比べて熱海にいると疲れのとれ方が違

います。オンとオフのメリハリが作れる環境が気に入っています。あとは、ご近

所の人たちがすごく優しいです。おかずなどを作りすぎると持ってきてくれたり、

出張に出かけるときは、飼い猫の面倒を見てくれたり、このお付き合いが一番の

幸運だったと思います。東京では考えられなかった地域のコミュニティが本当に

熱海は良いなと感じます。熱海の出会いに感謝です。 

 
熱海の出会いに感謝 

津久井
つ く い

智子
と も こ

さん  

 
 

消しゴムはんこ作家 

ホテルミクラス客室 

高速ジェット船内 

版画作品 
津久井智子さんＨＰ http://tsukuitomoko.com/ 


