◆今月の主な内容◆
新年のごあいさつ･･････････････････････２
新春対談 熱海から世界へ･･････････････４
民生委員・児童委員の皆さんを紹介します･･･８
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にわとりになっちゃった！
とり

今年の干支は酉。それにあわせて、伊豆山幼稚園の年長の子ども
たちがにわとりの帽子をかぶってくれました。はばたく鳥のポーズ
で、はい、チーズ！

あいさつ
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熱海市制 周年を迎えて
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明けましておめでとうございます︒
市民の皆様におかれましては︑
清々しく新春をお迎えのことと心よ
りお慶び申し上げます︒
振り返りますと︑昨年はいくつか
の節目を迎えた年でありました︒８
月に別府市との姉妹都市提携 周年
を迎え︑ 月に市民の皆様・市議
会・経済団体で市民団を結成して︑
別府市を訪問する特別ツアーを実施
しました︒また同月には︑イタリア・
サンレモ市との姉妹都市提携が 周
年を迎えました︒そして︑市民の皆
様が利用し︑観光客の皆様を出迎え
るＪＲ熱海駅舎・駅ビルが約 年ぶ
りの全面改修を経て︑ 月 日にリ
ニューアルオープンいたしました︒
そして︑今年は大きな節目として︑
熱海市は４月 日に市制施行 周年
を迎えます︒この 年間に︑第二次
世界大戦︑熱海大火︑バブル経済の
崩壊など幾多の困難がありました︒
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熱海市長
齊 藤

これまでの熱海発展の歴史を振り返
り︑先人の努力に感謝しながら︑市
民の皆様と共に市制 周年をお祝い
したいと思います︒そして︑市制
周年という記念すべき本年も︑人口
減少︑少子高齢化︑産業振興など︑
本市が抱えるさまざまな課題に積極
的に取り組んでまいります︒
まずは︑﹁日本でナンバー１の温
泉観光地づくり﹂をさらに進めてま
いります︒平成 年度は︑ 年ぶり
に宿泊客数が３００万人を突破いた
しました︒これもひとえに産業界そ
して市民の皆様が一丸となってシ
ティプロモーションなどに取り組ん
だ結果であり︑心から感謝を申し上
げます︒本年は国内観光客に加え︑
外国人旅行客の増加を見込み︑市内
各 所 へ の Ｗ ｉ Ｆ- ｉ 環 境 な ど ︑ 外 国
人観光客の受入環境の整備を引き続
き進めます︒また︑伊豆半島の国際
的な価値を高めるための﹁伊豆半島
ジオパーク﹂の世界認定︑および伊
豆半島全体に誘客効果のあるＪＲ大
型観光キャンペーン﹁デスティネー
ション・キャンペーン﹂の誘致を︑
美しい伊豆創造センターと共同で進
めてまいります︒また︑夜のにぎわ
いの創出につきましても︑多くの観
光客の皆様が安心して夜のまちを楽
しんでいただける回遊性の創出など
に着手してまいります︒これらの施
策により外国人を含めた誘客増のみ
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ならず︑来遊者の満足度を高め︑日
本でナンバー１の温泉観光地を目指
します︒
次に︑﹁住まうまち熱海づくり﹂
をさらに前進させてまいります︒本
年は︑学校施設などにつきまして︑
計画的に中長期的な修繕︑メンテナ
ンスに取り組んでまいります︒また︑
県立熱海高校の通学路などとしての
活用が期待される﹁さくらの名所散
策路﹂の工事を完成させるとともに︑
長浜海浜公園において︑家族で集い
楽しむことのできる複合遊具を整備
してまいります︒上宿町用地︵旧岡
本ホテル跡地︶における﹁︵仮称︶
熱海フォーラム﹂整備事業につきま
しては︑引き続き検討を進めてまい
りたいと思います︒そして︑子育て
の新たな拠点として︑幼稚園と保育
園の双方の利点を併せ持つ﹁認定こ
ども園﹂の整備も進めてまいります︒
さらに︑高齢者福祉︑障がい者福祉
など︑全ての方が暮らしやすい街を
目指して︑各種福祉施策の充実を
図ってまいります︒
今年は市制 周年という節目を迎
えます︒気持ちを新たに︑﹁新生熱
海﹂の実現に向けて︑今まで以上に
新たな挑戦を続けてまいる所存であ
ります︒新年が市民の皆様そして熱
海市にとりまして︑素晴らしい年に
なることを祈念申し上げまして新年
のご挨拶とさせていただきます︒
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新年のご
明けましておめでとうございます︒
市民の皆様におかれましては︑
清々しく希望に満ちた新春をお迎え
のことと心よりお慶び申し上げます︒
また︑日頃より議会運営に対しまし
て︑深いご理解とご協力︑そして温
かいご支援を賜り︑厚く御礼を申し
上げます︒
さて︑昨年はブラジルのリオデ
ジャネイロにおいて︑第 回オリン
ピック・第 回パラリンピック大会
が開催され︑日本人選手の大活躍が

私たちに喜びと感動を与え︑スポー
ツの素晴らしさと楽しさを感じさせ
てくれました︒ご案内のとおり︑次
のオリンピック・パラリンピック大
会は︑２０２０年︑東京において開
催されます︒世界中から選手が集ま
り︑各種競技において感動の戦いが
繰り広げられることでしょう︒
市内に目を向けてみますと︑テレ
ビ番組への熱海の露出が増えたこと
などにより︑熱海を訪れて街を散策
する観光客︑特に若者の姿が多く見
受けられるようになり︑街ににぎわ
いが戻りつつあることを感じるよう
になった１年でありました︒
そのような状況の中︑熱海市にお
いては︑少子化と高齢化の一層の進
展や︑人口減少という大きな課題が
存在しております︒働き盛りの人々
が減少︑特に事業従事者の不足や専
門業種の担い手の不足など︑基幹産
業である観光業を支える労働力の減
少は︑市内総生産を確実に減少させ︑
市税収入の減少にも繋がります︒
その一方で︑これらを克服して今
以上に街の魅力や価値を上げること
が出来るとすれば︑熱海の産業はよ
り活性化し︑人口が減少する中でも
市民一人あたりの福祉は逆に向上さ
せることが出来るのではないでしょ
うか︒
現在︑人口の維持・増加対策に関
しては︑特に子育て支援施策や移住

推進施策などについて︑全国の自治
体間における競争がより一層激しさ
を増しております︒熱海の未来を輝
かしいものとするためには︑今ある
産業・雇用・地域コミュニティを維
持しながら︑街の価値を向上させる︑
魅力を高めるなどの新しい施策を推
進することで︑持続的に発展出来る
体制を整えていくことが大変重要で
あります︒
市議会といたしましては︑市民の
皆様の声を市政に届ける代弁者とし
て︑これからも市民の皆様が安心し
て生活することができますよう︑子
育て環境の整備や雇用の確保により
人口減少に少しでも歯止めをかける
とともに︑身体に障がいをお持ちの
方やご高齢の方など︑全ての人にや
さしいまちづくりに︑市とともに積
極的に取り組んでまいりたいと存じ
ます︒
市民の皆様におかれましては︑本
市のさらなる発展のため︑本年も変
わらぬご支援・ご協力を賜りますよ
う心よりお願い申し上げます︒
結びに︑新しい年が市民の皆様に
とりまして︑実り多い素晴らしい一
年になりますことを心よりお祈り申
し上げまして︑新年のご挨拶とさせ
ていただきます︒
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全ての人にやさしいまち
熱海 を目指して

熱海市議会議長
杉 山 利 勝
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熱海から世界へ

新春
対談

× 齊藤 栄 熱海市長
渡邉彩香さん
か

あや

なべ

プロゴルファー

わた

伊豆半島ジオパークは2018年世界ジオパーク認定に向けて活動中、また2020年には東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されようとしており、伊豆半島は世界に発信する好機を迎えようとしてい
ます。新春対談では世界を舞台に戦う熱海市出身・在住のプロゴルファー渡邉彩香さんに、熱海が誇
るべき魅力などについて市長と語っていただきました。

世界を意識して

市長 渡邉プロに最初にお会いした
のは︑渡邉プロが中学３年生の時に
日本ジュニア選手権で優勝し︑市長
室に報告に来てくださった時です︒
小嵐中の制服を着て︑中学生とは思
えない堂々とした態度で﹁将来はプ
ロゴルファーになります﹂と︑明確
に将来の職業を語られた姿に︑これ
はきっと大物になるに違いないと
思ったことを鮮烈に覚えています︒
その後︑埼玉栄高校へ進学し︑ご
自身がおっしゃられたとおりプロゴ
ルファーになられ︑さらには︑２０
１５年度は賞金ランキング日本人１
位︑ツアーでも通算３勝目をあげら
れるなど︑目覚ましい活躍をされて
いる渡邉プロを︑私だけでなく市民
の皆さんも心から応援しています︒
渡邉プロ ありがとうございます︒
市長 対談のテーマは﹁熱海から世
界へ﹂ですが︑渡邉プロが実際に世
界を意識するようになったのはいつ
からですか︒
渡邉プロ ジュニア︵中学生・高校
生︶の時から海外の試合に出場して
いましたので︑その時から既に世界
を意識していました︒プロになって
からは海外での試合だけでなく︑国
内ツアーでも海外の選手と戦います
ので︑常に世界を意識してゴルフを
しています︒
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ですか︒
渡邉プロ 海にはよく遊びに行きま
した︒こがし祭りにも毎年出ていて︑
高校時代まで参加して太鼓を叩いて
いました︒今もお祭りに参加したい
のですが︑試合と重なることも多く
て出られないことがほとんどです︒
でも︑プロになってからも試合と重
ならない時が一度あって︑その時は
山車の上に乗りました︒
市長 試合などを通じて国内はもち
ろん海外のいろいろな場所に行かれ
ることも多いと思いますが︑熱海の
自慢できることは︑どういうところ
ですか︒
渡邉プロ 暖かく天気も良い︒海も
あるし山もある︒人も優しいし︑お

04

のように時間どおりに飛ばないので︑
乗り換えで６〜７時間空港で待った
り︑出発当日になって飛行機が飛ば
なくなり違う空港に行かなくてはな
らないというのは︑なかなか日本で
はない海外ならではの経験だと思い
ます︒
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渡邉プロにとっての熱海

市長 渡邉プロが国際大会で初めて
優勝した小嵐中時代はどのような学
生生活を送っていたのですか︒やは
りゴルフ漬けという感じだったので
すか︒
渡邉プロ もちろんゴルフ中心の生
活でした︒ゴルフの試合で休まなく
てはならないこともあったのですが︑
帰ってくると中学校のみんなが﹁お
疲れーっ﹂と温かく迎えてくれまし
た︒遠征している時は︑早く熱海に
帰りたくてしょうがなかったです︒
みんなが﹁万里﹂と呼ぶ登校の時に
上る小嵐中の長い急階段で︑身体が
鍛えられたかもしれないですね︒
市長 渡邉プロは︑熱海生まれの熱
海育ちですが︑熱海での思い出は何
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日 本 ジ ュニ ア 選 手 権 優 勝 報 告 （ 2 0 0 8 年）
熱 海 中 へグ ラ ン ド ピ ア ノ 寄 贈 （ 2 0 1 5 年）
毎 年 参 加し て い た こ が し 祭 り
よ く 遊 びに 行 く と い う サ ン ビ ー チ

０１
０２
０３
０４

市長 ジュニアの時から世界を意識
していたということですが︑小さい
頃はどういう性格だったのですか︒
渡邉プロ 両親に聞くと活発で何で
もやりたがっていたようです︒特に
動くことが大好きで︑マリンスパあ
たみの水泳教室にも通っていました︒
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市長 海外で戦うには︑食事面など
も含めて︑大変なことも多いのでは
ないですか︒
渡邉プロ アメリカのように日本食
のレストランがある場合は外食しま
すが︑そうでない国の場合は︑キッ
チン付きの宿泊施設を探して基本的
に自炊します︒日本から梅干しなど
を持っていって︑おにぎりを作った
りもします︒最初は一人で行く試合
も多かったのですが︑試合を重ねて
いくにつれて︑食事の面など一人で
は難しい部分もあり︑家族が来てく
れるようになって︑すごく力になっ
ています︒もちろん今でも一人で行
くこともありますけれど︒
また︑海外では飛行機がまず日本

熱海から世界へ

いしいご飯屋さんもたくさんありま
す︒お祭りもそうですし︑温泉もあ
る︒熱海出身というと︑すごく良い
ところに住んでいるねと︑うらやま
しがられます︒
市長 渡邉プロが活躍している現在
も熱海に住み続けていることは︑市
民の皆さんにとっても誇りですし︑
本当に喜んでいると思います︒
渡邉プロ 地元の方が応援する大き
な懸垂幕を市庁舎の壁面に下げてく
ださったり︑駅でも頑張ってくださ
いと声をかけてくださる方が多くて︑
本当にうれしいです︒

これからの熱海に期待すること
市長 これからの熱海に期待するこ
とはありますか︒
渡邉プロ みんなが気軽にゴルフが
できるようなゴルフの練習場ができ
ればいいなと思います︒小さな頃か
ら気軽にゴルフができれば︑プロを
目指す子も出てくるかもしれません︒
市長 熱海には渡邉プロという身近
な目標もいらっしゃいますしね︒
渡邉プロ そう言ってもらえるよう
に頑張りたいです︒私もオフの時に
は熱海でトレーニングをしますが︑
気候もいいですし︑環境も整ってい
ますので︑ゴルフだけではなくいろ
いろなスポーツの選手が出てほしい
なと思います︒熱海出身という話題

で盛り上がれたらいいなと思います︒
市長 スポーツ選手はケガがつきも
のだと思いますが︑温泉もあるので
リハビリという面でも︑良いかもし
れませんね︒
渡邉プロ 良いと思います︒私は今
まで打てないくらいのケガをしたこ
とはないのですが︑それというのも
毎回熱海に帰ってきて︑トレーニン
グして︑温泉に浸かって︑ゆっくり
して︑という生活をプロになってか
らずっと続けているので︑それも大
きい要因かなと思っています︒試合
で張り詰めた感じから開放される︑
ゆったりとした安心できる空気があ

彩香 さん
渡邉
り︑心身共にリラックスできます︒
市長 若い人からは︑若い人の遊ぶ
場所がないとよく言われますが︑そ
の点はどのように感じていますか︒
渡邉プロ 海があればいいです︒ヤ
マハレディースオープンの副賞で船
をいただいたので︑知人の熱海の漁
師さんにプレゼントして使っていた
だいています︒私も一︑二度釣りに
連れて行ってもらいました︒
市長 副賞といえば︑グランドピア
ノを熱海中に寄附していただきあり
がとうございます︒寄贈式では佐佐
木幸綱さん作詞︑ＮＯＫＫＯさん作
曲の新しい校歌をこのピアノの伴奏

プロゴルファー

1993年熱海生まれ。熱海市立第二小学校・小嵐
中学校卒業後、スポーツ強豪校の埼玉栄高校に進
学。両親の影響でゴルフを9歳から始め、2007
年には静岡県ジュニア選手権初優勝、2008年に
は日本ジュニア選手権を制覇。2012年にプロテ
ストに合格。2014年度には初優勝、2015年度
には２勝し、賞金ランキングでは６位フィニッ
シュ、日本人最高位となった。若手注目度№１の
ゴルファー。

に合わせて生徒が歌ったと聞いてい
ます︒熱中生も大変喜んでいると思
います︒
この間中学生たちと話をする機会
があったのですが︑中学生からは︑
やはり若い人が遊ぶところが欲しい
と言われました︒
渡邉プロ もう少し歳をとるとだん
だんわかると思います︒地元の友達
ともよく遊びますが︑海に行ったり︑
おいしいご飯屋さんに行ったりして
いるだけですごく楽しいです︒熱海
には花火もたくさんありますしね︒
市長 遊ぶ場所がないということが
要因でないとしても︑若い人が市外

プロフィール
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に出てしまうことにより少子高齢化
が進み︑地域の持続性が失われると
いう課題は︑熱海だけでなく全国的
な問題でもあります︒渡邉プロは埼
玉栄高校へもゴルフ部に所属しなが
らも通われ︑ゴルフで活躍されてい
る今も熱海に在住されていますが︑
なぜ若者が市外に出てしまうと思い
ますか︒
渡邉プロ 私は結婚しても熱海に住
んでもいいかなと思っています︒
もっと熱海を知ると良さに気づく思
います︒
市長 市外の人からすると︑熱海は
観光地で住むイメージがないともよ
く言われます︒でも︑観光地に住ま
う幸せというのもあるのではないか
と私は思います︒それは施設とかで
はなく︑渡邉プロがおっしゃられた
気候であるとか景観であるとか︑食
事であるとか︑そういうものが生活
の豊かさに繋がっているというよう
に感じます︒そういうものが外に届
いていないと感じるので︑それを
もっと情報発信していかなくてはな
らないとも思っています︒
また︑地元の若者が働きたい職場
がなくて市外に出てしまうというの
も耳にします︒若者が望む就業先の
確保なども課題であると感じていま
す︒
渡邉プロ 私の友達でも︑自分のや
りたい仕事が熱海にはなくて︑神奈

熱海から世界へ

川に就職したり︑遠くまで通ってい
るという人もいます︒
市長 今︑市役所だけでなく地元の
企業とも協力して︑若者と企業との
マッチングなどの施策も進めていま
す︒

熱海から世界へ
市長 渡邉プロも世界を標準にして
いますが︑熱海でも今国際的な動き
をしているものがあります︒
本日の会場であるホテルニューア
カオのある錦ヶ浦は︑伊豆半島ジオ
パークのジオサイトに指定されてい

ます︒熱海にはここ以外にもジオサ
イトとして初島や走り湯などがあり
ます︒
伊豆半島は元々が島で︑島がフィ
リピン海プレートにのって︑１年間
に数センチ単位で移動し︑何千万年
の間に本州にぶつかりできたのが︑
伊豆半島です︒ぶつかったことによ
り特異的な地形を作っています︒
この大地が育んだ地域資源を︑地
域の持続的な発展につなげていくと
いうユネスコの考え方に基づいて認
定されるのが﹁世界ジオパーク﹂で
す︒伊豆半島も昨年世界ジオパーク
の認定申請をし︑保留となっていま

したが︑今年再申請をしています︒
順調にいけば２０１８年に︑世界ジ
オパークの認定を受けられます︒そ
の２年後には︑もう東京オリンピッ
クが開催されます︒渡邉プロはどの
ように考えていますか︒
渡邉プロ 今の一番の目標は︑東京
オリンピックで金メダルをとること
です︒年齢的にいろいろ勉強して一
番いい状態で迎えられる大会である
と思いますし︑４年間常に成長して
いければ︑金メダルという目標も達
成できると思いますので︑そこが今
の自分の一番の目標です︒
市長 その目標を達成するためには︑
何が必要なのですか︒
渡邉プロ 全体的なレベルアップが
第一には必要ですし︑国内だけでな
く海外に行って海外の選手と戦うこ
ともすごく大事です︒そういうのを
いろいろやっていく上でも︑４年と
いう時間を大切に使っていきたいで
す︒
市長 ４年は本当にあっという間で
すね︒ぜひ︑金メダルを目指して頑
張ってください︒
最後に市民の皆さんにメッセージ
をお願いします︒
渡邉プロ いつも応援してくださっ
ているのをすごく感じています︒そ
の応援に結果で応えたいと思ってい
ますので︑今年も良い結果をどんど
ん報告できるように頑張ります︒
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熱海市長

栄
齊藤

民生委員・児童委員の皆さんを紹介します
民生委員・児童委員の皆さんは厚生労働大臣からの委嘱を受け、問題解決などのお手伝いをしています。
平成28年12月より３年間、民生委員・児童委員として活動する皆さんの氏名と担当区域をご紹介します。
問い合わせ 長寿総務室☎0557(86)6323
氏名
野澤 和雄
小松 こづ江
當摩 達夫
湯原 珍江
田中 保
髙橋 富江
中嶋 親喜
徳田 明洋
森 朝子
若井 美代子
小林 春子
藤間 欣也
倉田 とし子
椎野 敏郎
長津 惠美子
髙橋 袈裟昭
竹下 正美
鮫島 壽夫
大竹
窪田 政子
大川 あい子
小松 静香
杉田 浩如
黒川 一美
加藤 光義
齊藤 良之
下田 登志子
山本 新一
吉澤 一美
石井 由美子
大澤 多津子
石﨑 惠子
奥津 博
木村 尚子
志賀 治美
渡邉 満里子
岸 秀明
犬飼 啓介
加藤 千晴
今城 浩子
中島 富子
佐野 明榮
神尾 進一
新堀 祐造
大竹 正美
大橋 隆志
小澤 桂子
安部 道子
山口 藤子
樋口 民樹
原 美都里
染谷 春美
鳥澤 康正
田島 房子
渡邉 みか
佐古 絹枝
三浦 四一
奥野 憲三
神山 洋子
山田 久美子
杉山 良文
櫻井 敏彦

担当地区
伊豆山岸谷1組〜11組
伊豆山岸谷12組〜23組
伊豆山岸谷24組〜29組
伊豆山浜1組〜7組、10組〜12組
伊豆山浜8組〜9組、13組〜20組、プラザ伊豆山
伊豆山仲道1組〜7組
伊豆山仲道8組〜13組
七尾全域（団地除く）
七尾団地1棟、３棟〜5棟
七尾団地７棟〜11棟
上多賀１組〜5組下、6組
上多賀7組〜13組、17組
上多賀14〜16組、26組下、30組、31組
上多賀18組〜24組下
上多賀24組上、25組、26組上
上多賀5組上、27組、29組
自然郷一部（アサヒ丘、初島台、熱海台 富士見台）
自然郷一部（大島台、相模台、玄岳台）
下多賀1組
下多賀2組〜5組
下多賀6組〜8組
下多賀9組〜10組、12組
下多賀11組
中野1組〜3組
中野4組、11組、12組
中野5組、6組一部
中野6組一部、7組
初島
桃山町1〜15、25〜28、伊豆山（ゴルフ場）一部
桃山町21、春日町15〜17、田原本町10
桃山町16〜20、22〜24
春日町1〜14
海光町全域
田原本町1〜9、11
林ガ丘町全域、咲見町町内会10組〜11組、パサニアクラブ
咲見町町内会1組〜4組
咲見町町内会5組〜9組
東海岸町7〜14
東銀座・温泉通り全域（咲見町1〜7、3･7は一部）東海岸町１の一部

中央町1〜2、水口町1〜2、上宿町1〜4、7の一部、8
上宿町5、6、7の一部、9〜19
福道町全域、水口町3〜4、5･9の各一部、水口町二丁目18の一部、28、梅園町25の一部、30〜32

西山町1〜7、9〜14、38、40〜45
西山町8、16〜21、笹良ガ台町6〜10
西山町15、22〜37、39、熱海1740、緑ガ丘町31･34の各一部、36
緑ガ丘町1〜7、17、18、8･19･29の各一部、日金町1、5〜9、11の一部

西熱海町一丁目（5を除く）
西熱海町二丁目
緑ガ丘町19･29･31･34の各一部、20〜28、30、32、33、35

緑ガ丘町14（5棟）、15（3･4棟）、16（6･7棟）
緑ガ丘町9、13（8〜10棟）、14（1･2棟）、笹良ガ台町1〜5

緑ガ丘町8の一部、10〜12、県営住宅A･B･C棟
土沢全域
梅園町1〜4、8、23、24、26、22・25・29の各一部
梅園町5〜7、9の一部、10、相の原町1〜10、長畑山
梅園町9の一部、11〜21、27、28、22･29の各一部、西熱海町一丁目5

相の原団地1〜7棟、11棟
相の原団地8〜10棟、12〜14棟、県営A・B棟
相の原町11〜43
水口町5の一部、6〜8、10、12〜13、9･11の各一部
水口町11の一部、14〜20、清水町22･23の各一部

氏名
櫻井 順子
荒井 道子
古谷 恵津子
川島 章雄
関 政則
成田 理恵子
湯澤 菜穂美
森 仁
塩谷 昇二

担当地区
伊豆山稲村
東伊豆山
泉本区健康坂迄
桜ガ丘、泉本区健康坂上
譲葉団地、譲葉分譲地
泉五軒町1組〜4組
泉五軒町5組〜12組
泉左中沢全域
泉右中沢全域

土屋 克實
西島 みどり
田中 恒男
大木 將召
青木 玲子
鈴木 稔
川口 哲章
土屋 都
前原 かほる
森田 恭子
岡田 裕子
鈴木 明惠
菊間 進
加藤 理惠子
佐藤 節子
橋本 博之
萩原 辰生
川田 文喬
（欠 員）
安井 孝義
松田 晴光
吉田 耕之助
石井 喜久男
石井 繁行
佐口 静男
足立 賢
渡邉 弘史
對木 秀男
南 智弘
緒方 夏子
一ノ 喜代志
谷口 成伸
藤間 浩
濱本 陽子
上西 敏文
山下 早百合
髙橋 美鈴
橘 千賀子
鈴木 勝宏
田村 公平
石井 飛白
富田 榮仁
阿部 小夜子
小川 敏子
寺島 香世
中根 正
相川 明美
野田 正身
堤 みさ子
谷口 三重子
小林 惠子

中野8組〜10組、13組
小山1組〜3組
小山4組、5組
和田木1組〜4組
和田木5組〜8組
和田木9組、10組（1班〜4班）
和田木10組（5班〜7班）、11組
和田木12組〜14組
グリーンヒル
網代片町、南町
網代宮町
網代宮崎町
網代町場
網代栄町
網代緑町
網代山町
網代旭町
清水町4、6、7、5･8･9の各一部
中央町3〜14、15の一部
東海岸町1の一部、2〜6、15、渚町1〜4
銀座町1〜14、渚町5〜12
渚町13〜20
渚町21〜24、清水町5の一部
ひばりヶ丘団地１〜20棟
山手町1〜7青葉町22〜23、27〜31、19･24･26の各一部
青葉町9〜21、25、24の一部、熱海2011-5
青葉町1〜8、26の一部
紅葉ガ丘町15〜17、14･18の各一部
紅葉ガ丘町9〜13、14･18の各一部、19〜23
紅葉ガ丘町1〜8、24、25、桜町20の一部
桜町1〜4、和田町6〜8
桜町5〜8、12、11･13の各一部、14
桜木町9、10、12、7･8･11･18の各一部
桜木町13〜17、8･18の各一部
桜木町19〜35、18の一部（38,48,49,50,59号）曽我浦の一部（熱海1993、1997）

梅花町全域、桜木町11の一部（47号〜48号）
小嵐町2〜7、9、1･8の各一部、桜町9〜10、11の一部
県営上小嵐住宅
和田町1〜5
和田町9、10、12、11の一部、桜木町6、5･7の各一部
和田町13〜20
昭和町20〜24、18・19の各一部、小嵐町10、1･11･13の各一部

昭和町18の一部（18号）、小嵐町12〜16、11の各一部
清水町13･14･15･16･17･23の各一部、24〜26、昭和町1･4･17の各一部

中央町18、19、清水町14･15･16･17･22の各一部、18〜21
中央町15の一部、16、17、清水町1〜3、8･9･13の各一部、10〜12

昭和町1･4･13･17･18･19の各一部、2、3、11、12、14〜16
昭和町4の一部、5〜10、渚町25、26
和田浜南町全域・曽我浦の一部（熱海1992、1993）

水口町二丁目全域（28と18の一部を除く）、水口町11の一部

★主任児童委員（児童福祉に関することを専門的に行います）
氏名
若林 静子
星合 達枝
細谷 典子
土屋 裕子

桜町13の一部（8号〜29号）、15〜19、20の一部（1号〜20号）
プチモンド熱海、桜木町1〜４、
５の一部、和田町11の一部、熱海1981、1983、1993

担当地区
桃山小・伊豆山小・熱海中・泉小中・初島小中校区
第一小・熱海中校区（旧熱海中校区）
第二小・熱海中校区（旧小嵐中校区）
多賀小・多賀中・網代小校区

氏名
樫村 輝美
山田 綾子
日置 真美
野 美江子

担当地区
桃山小・伊豆山小・熱海中・泉小中・初島小中校区
第一小・熱海中校区（旧熱海中校区）
第二小・熱海中校区（旧小嵐中校区）
多賀小・多賀中・網代小校区

※数字のみは番地表示。
※欠員となっている区域は、新任委員が決定するまで他地区の委員が兼任します。お問い合わせください。
広報あたみ
広報あたみ2016.12
2017.1
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日︵木︶から３月
日︵水︶まで

15

問い合わせ
熱海税務署
市民税室
☎０５５７
☎０５５７
( ３)５１５
( ６)１４２〜６
86 81
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確定申告と納税は正しくお早めに！

申告は２月
16

今年も所得税と市・県民税の申告についての相談や申告書の受け付けが始まりま
す。毎年、期限間際になると、申告会場が大変混み合うため、長時間お待ちいただく
ことがあります。申告の相談や申告書の提出は、正しく、早めに済ませましょう。

◆税の申告受付および相談日程
期間

場所

熱海税務署 ４階会議室 ２月16日(木)〜
熱海市役所第１庁舎
３月15日(水)
４階第１会議室
(土・日を除く)
南熱海支所 ２階会議室 ２月６日(月)・24日(金)
２月９日(木)・22日(水)
泉公民館

受付時間
午前９時〜午後５時
午前９時〜正午
午後１時〜４時
午前９時30分〜正午
午後１時〜３時30分

※事業所得、譲渡所得、消費税および地方消費税、贈与税の相談は、熱海税務署のみで行って
いますので、ご注意ください。
※会場の混雑状況により、早めに締め切ることがあります。
※駐車場の混雑が予想されますので、お出かけの際には公共交通機関をご利用ください。

◆税理士による無料税務相談会
場所

期間

熱海市役所第１庁舎
４階第１会議室

２月16日(木)〜28日(火)
（土・日を除く）

受付時間
午前９時30分〜正午
午後１時〜４時

◆社会保障・税番号制度（マイナンバー）について
マイナンバー制度の導入に伴い、申告手続などには、マイナンバーの記載＋番号
確認書類（マイナンバーカード・通知カードなど）および本人確認書類（免許証な
ど）の提示または写しの添付が必要です。
代理の人（同一世帯員を含む）の手続きの場合でも申告者本人のマイナンバーの
記載および本人確認をさせていただきます。番号確認書類および本人確認書類をご
用意ください。
◆市民税・県民税の申告について
市民税・県民税申告書は、所得税の確定申告義務がない人や、平成28年中に所得
がなかった人（遺族・障害年金、失業保険などの非課税給付受給者）も含め提出を
お願いします。これは、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護
保険料を算出する上での基礎となり、申告することにより、優遇措置を受けられる
場合があります。
また、市営住宅などの入居、児童手当の受給、保育園の入園、金融機関などに提
出する際に必要な所得証明書などの発行も申告が必要となります。
◆パソコンによる確定申告
申告書の作成には国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」をご利
用ください。作成した申告書は印刷して書面で提出できるほか、「e-Tax」を利用
してパソコンから送信することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧
ください。
国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

あなたにとっても ,
イータックス。

イータックス

e-Tax
検索

わ

10

皆さんの健康づくりを

応援する教室

○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︒毎週１回︑全５回の教
室です︒
日時 ２月 日︑ 日︑３月３日︑

10

広報あたみ 2017.1

このページのお問い合わせ 健康づくり室 ☎ ０５５７(８６)６２９４

﹁食育の環﹂を広げる
も褒められていました︒
大自然に囲まれながらの作業は︑
参加者の貴重な経験となり︑お米を
一層︑格別な味にしました︒

地元の食材で和食を堪能！

日︑ 日 毎(週金曜日 )
午後１時 分〜３時 分
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上で︑膝痛・腰痛が
現在ある人または過去にあった人
定員
人 応(募者多数の場合抽選 )
申込期限 ２月９日 木( )

23

お米の収穫体験では︑５月に田植
え体験︑ 月に鎌を使った稲刈り体
験︑ 月には半年間の体験を通して︑
ようやく育てたお米をおにぎりにし
て食べることができました︒

田植え体験

参加者募集

○疲れにくい身体をつくる教室
姿勢の崩れが疲労や痛みを引き起
こす要因となることから︑姿勢の保
持に必要な筋力をつける教室です︒
日時 ３月２日︑９日︑ 日︑ 日
毎(週木曜日 )
午前 時〜 時 分
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上で︑片足で５秒間
立っていられない人
定員
人 応(募者多数の場合抽選 )
申込期限 ２月 日 水( )

30

16

30

地産地消の食材で和食文化に触れ
る体験では︑熱海の産物に触れるこ
とを目的にしいたけ狩りで地産地消
に触れ︑干物づくりと味噌づくり体
験では︑日本の食の伝統文化である
和食を堪能しました︒

24

30

11

ファストフードや外食産
業が普及し︑食事は手軽に
手早く温かいものを食べる
ことができるようになりま
した︒食べたいときに食べ
たいものを食卓にそろえることが容
易な時代となった一方で︑食材がど
こでどのように生産され︑食卓に届
くかの﹁食べ物の循環﹂は段々と見
えにくくなりました︒
今回の特集では︑今年度︑半年間
かけて﹁食べ物の循環﹂を親子で経
験した食育体験ツアーの様子を紹介
します︒

17

17

22

11

普段経験をしない田植えや稲刈り
に最初は戸惑っていましたが︑コツ
を掴んでからは職人さながらの手つ
きとなり︑講師となった農家の人に

10

65

10

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（ 8 6 ）6 2 9 4

生産から食卓に届くまでの
﹁食べ物の循環﹂と﹁和食文
化﹂を体験！

26

20

65

10

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

熱海市では︑食材の生産から食卓
に届くまでの一連の体験ができる食
育体験ツアーを市内の小学生と保護
者を対象に行っています︒
この事業は︑平成 年度にスター
トし︑今年度で３年目を迎えました︒
テーマは︑﹁お米の収穫体験﹂と
﹁地産地消の食材で和食文化に触れ
る体験﹂でした︒

干物づくり体験

健康 づくり

○転ばない身体をつくる教室
下肢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 ２月 日︑３月２日︑ 日︑
日 い(ずれも木曜日 )
午後１時 分〜３時 分
場所 いきいきプラザ
対象者
歳以上で︑最近１年間で
転んだ︑または転びそうになった人
定員
人 応(募者多数の場合抽選 )
申込期限 ２月 日 水( )

いきいきプラザ

午後１時

午前

午後１時

２月 日 火( )
いきいきプラザ

網代公民館

時〜正午

分〜３時

)

分〜３時

時〜正午

午後１時

３月６日 月( )
上多賀会館 午前

南熱海支所

分〜３時

分

○骨折予防教室
超音波による骨密度測定と︑今後
の健康を支える上で工夫したい食事
や運動について学びます︒
日時・場所
２月 日 月( )
泉公民館 午前 時〜正午

30

16

分

30

分

30

30

この食育体験を通して︑﹁田植え
から稲刈りまで多くの苦労があって
お米が食べられることを改めて実感
できた﹂︑﹁作業は疲れたけど︑達
成感があった︒出来上がるお米が楽
しみ！﹂などの声があがり︑参加者
の食への意識が深まる貴重な経験と
なりました︒
今後とも一人ひとりの食育活動を
より豊かなものとするために﹃食育
の環﹄を広げる活動に目をむけて大
切にしていきたいものです︒
来年度も食育体験を予定していま
す︒なお︑食育体験についてのご意
見やご提案などありましたら︑健康
づくり室までお寄せください︒

23

対象者
歳以上の人
定員
人︵先着順︶
申込期限 ２月 日 金(

30

食の多様化が進む時代ですが︑日
本に古くから根付いている﹁和食文
化﹂を次世代に継承することは︑健
康づくりの基本である日本型食生活
を守ることにつながります︒

今日︑希薄化しつつある食材の生
産から食卓に届くまでの﹁食べ物の
循環﹂と︑生涯にわたる食の営みの
ための知識や取り組みを若い世代へ
伝え︑﹁食の伝統﹂を受け継いでい
くといったそれぞれの﹃食育の環﹄
が改めて見直されています︒

30

30

10

10

10

17

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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30

15

23

65

65

稲刈り体験

今回の料理教室は、高血圧予防がテーマ。高
血圧予防というと、味付けが薄味で物足りない
と思っていませんか？
今回は、手間がかかる「ぶり大根」を、簡単
にしかも薄味でおいしく味わえる調理方法で実
習します。
日時 ２月３日(金) 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
・簡単ぶり大根ほか
◇ランチ交流会
参加費 900円
定員 24人（先着順）
持ち物 エプロン、三角巾（バンダナ）、
手ふきタオル
申込期限 １月30日(月)
※申込期限以降のキャンセルは、
キャンセル料がかかります。
主催 熱海市健康づくり食生活推進協議会

15

27

28

15

しいたけ狩り体験

学んで！食べて！予防

健康を考える教室③

〜薄味で美味しい
「簡単ぶり大根」
を作ろう〜

第46回逍遙忌記念祭

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定の改正

文化交流室 ☎0557(86)6234

近代日本の演劇や文学に偉大な
足跡を残した坪内逍遙先生の功績
をたたえるとともに、熱海の発展
に多大に貢献されたことに感謝し、
遺徳をしのぶために記念祭を開催
します。
日時：２月28日(火)午後１時〜
場所：起雲閣 音楽サロン
式典：逍遙先生への「お慕いの言
葉」の奉読、熱海市歌の斉唱ほか
※記念行事として講演会などを予
定しています。また、記念祭終了
後、海蔵寺にて墓参をします。

デジタルライブラリーが
図書館でご覧いただけます
図書館☎0557(86)6591

図書館が所蔵している郷土資料
をインターネット上で閲覧できる
「熱海市立図書館デジタルライブ
ラリー」が、図書館内の利用者用
パソコンからも閲覧できるように
なりました。
こちらでは、ホームページで公
開している資料のほか、館内でし
か閲覧できない資料も多数ご覧い
ただくことができます。
また、公開資料の印刷も可能と
なっています（印刷は有料です。
ご希望の際は職員へお声掛けくだ
さい）。
この機会にぜひ熱海の貴重な郷
土資料をご覧ください。

〜衣類などの洗濯表示（取り扱い表示）が変わります〜
消費者庁表示対策課

☎03(3507)9233

衣類などの繊維製品の洗濯表示に関して、家庭用品品質表示法に基
づく繊維製品品質表示規程が改正され、昨年12月１日に施行されま
した。
新しい洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥機などによる「タンブル乾
燥」、色柄物の衣料品などの漂白に適している「酸素系漂白剤」など
新しい洗濯記号が追加されたり、適用温度がこれまでよりも細かく設
定されたことなどにより、洗濯記号の種類が22種類から41種類に増
えました。これにより、繊維製品の取り扱いに関するよりきめ細かい
情報が提供されるようになり、洗濯によって衣類などが縮むまたは色
落ちするなどの洗濯トラブルの減少が期待できます。また、国内外で
洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した衣類などの繊維製
品の取り扱いなどを円滑に行えるようになります。
このように、新しい洗濯表示に変わることによって、一般消費者の
利便性の向上が期待できます。
現行の洗濯表示（記号は例）
洗濯の仕方

漂白の仕方

乾燥の仕方

新しい洗濯表示（記号は例）
洗濯の仕方 漂白の仕方

乾燥の仕方

タンブル乾燥
アイロンのかけかた

クリーニングの種類

自然乾燥

クリーニングの種類

アイロンのかけかた

ドライクリーニング ウェットクリーニング

２月23日「富士山の日」協賛イベント
企画室

☎0557(86)6081

静岡県では、全ての県民が富士山について学び、考え、想いを寄
せ、後世に引き継ぐことを目的に、毎年２月23日を「富士山の日」
とする条例を制定しました。
この「富士山の日」に合わせて、熱海市では下記の協賛イベント
を開催します。
池田満寿夫作のリトグラフ「二重富士」、「富士賛歌２」の展示
日時：２月15日(水)〜23日(木) 午前９時〜午後４時30分
場所：池田満寿夫・佐藤陽子創作の家
（海光町10−24 ☎0557(81)3258）
入館料：300円

統計情報

11月末の人口
人

男
女

口

37,722 人
17,055 人
20,667 人

世帯数
21,323 世帯
人口前月比
39 人減

11月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,539
約 346
約1,885
95.4

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,666 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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障害者控除対象者認定書を
発行します
介護保険室☎0557(86)6282

身体障害者手帳などを持ってい
ない人でも、障害者控除対象者と
認定された場合、所得税の確定申
告、市・県民税の申告時に障害者
控除の対象となります。
対象：平成28年12月末現在65
歳以上の人で、要介護認定を受け
ていた人などのうち、常に寝たき
りの状態などにある人や、障害者
手帳などの交付基準に準ずると認
められる人。ただし、要介護認定
を受けていても、必ずしも障害者
控除の対象となるものではありま
せん。
申請方法：本人または家族など
が、控除対象者の要介護認定決定
通知書または介護保険被保険者証、
印鑑を持参し、申請手続きをして
ください。

交通指導員を募集しています
危機管理室☎0557(86)6443

あなたも街頭に立って、登下校
する子どもたちの安全を見守りま
せんか？
交通指導員とは、子どもの登下
校時間帯に街頭指導を行うほか、
観光行事での交通整理、交通安全
イベントなどにボランティア精神
で取り組んでいる人たちです。
「子どもを交通事故から守りた
い」という熱意のある人のご応募
をお待ちしています。
※詳細はお問い合わせください。

おや りょく

「親力を高める」
教育講演会の開催
社会教育室☎0557(86)6573

静岡県ＰＴＡ連絡協議会では、
講師に俳優・哀川翔氏をお迎えし、
「親力を高める〜原点は家庭教
育・一翔両断！〜」をテーマに講
演会を開催します。
日時：２月18日(土)
午後３時45分〜４時50分
（受付午後３時15分〜）
場所：救世会館（桃山町26−１）
主催：静岡県ＰＴＡ連絡協議会
参加費：無料
※事前の申し込みは不要です。な
るべく公共交通機関でご来場くだ
さい。

不動産無料相談会の開催
全日本不動産協会静岡県本部
☎054(285)1208

専門的で複雑な宅地建物取引に
関する消費者の悩みや疑問にお答
えする不動産無料相談会を開催し
ます。相談員は、不動産取引に精
通した、宅地建物取引士をはじめ
とする数々の資格を保有する全日
本不動産協会役員や、弁護士、司
法書士、税理士です。この機会に
ぜひご来場ください。
日時：２月15日(水)
午後１時30分〜３時30分
場所：プラサヴェルデ402会議室
（沼津市大手町１−１−４）
※事前予約は不要です。直接会場
へお越しください。
※質問内容に関係する書類などが
ありましたらご持参ください。

お菓子づくり室教室参加者募集
健康づくり室☎0557(86)6294

簡単に出来るバレンタインのお
菓子を作ってみませんか？プレゼ
ントやお茶菓子、小さなお子さん
のおやつにも最適です。なお、参
加には申し込みが必要です。
日時：２月４日(土)
午前10時〜12時30分
場所：いきいきプラザ４階
参加費：800円
持ち物：エプロン、三角巾（バン
ダナ）、手ふきタオル
申込期限：１月31日(火)
定員：30人
主催：はつらつキッチン

男性料理教室参加者募集
〜皮から作る餃子に挑戦！〜
健康づくり室☎0557(86)6294

今年度最終となる教室は、本格
的に餃子を皮から作ることに挑戦
をします。このほか、「野菜の中
華和え」や豆乳を使った美味しい
トー ルー ファ
デザート「豆乳花」など、中華料
理でそろえた献立を実習します。
料理があまり得意でない人も大
丈夫です。初めての人も安心して
お申し込みください。
日時：２月10日(金)
午前10時〜午後２時
場所：いきいきプラザ４階
参加費：1,000円
持ち物：エプロン、三角巾（バン
ダナ）、手ふきタオル
申込期限：２月６日(月)
定員：30人
主催：はつらつキッチン

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

県営住宅の入居者を募集しています

心のやさしい相続・生前贈与

静岡県住宅供給公社東部支所 ☎055(920)2271
県営住宅は、入居できる空家がある場合に、毎
月入居者の募集を行っています。

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

入居には所得などの条件があります。募集して
いる空家や募集期間、申し込み方法などの詳細は
お問い合わせいただくか、ホームページ（「静岡
県住宅供給公社」で検索）をご覧ください。
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一丸となってタイム更新！

12月３日、しずおか市町対抗駅伝が開催されました。熱海市
代表チームは２人が区間賞を獲得するなどの活躍もあり、過去
最高タイムを更新しました。選手の皆さん、お疲れ様でした！

安心・安全なまちづくりへ向けて

おいしいおもちになあれ！

12月15日、熱海市市民安全大会が開催されました。渚小公園
での大会の後には、各種団体の皆さんが交通安全などの啓発プ
ラカードを掲げてパレードを行いました。

メールマガジンに登録しませんか？
「熱海市メールマガジン」は、パソコンや携帯電話、
スマートフォンのメールアドレスを登録していただいた
皆さんに、市から各種情報をメールでお知らせします。
●広報あたみ放送内容
発行日：広報あたみ放送時
内 容：広報あたみで放送した内容
●消防・防災情報
発行日：情報入手時
内 容：気象・地象・水象情報、火災に関する情報

齊藤市長 本音トーク

12月13日、上多賀幼稚園でもちつき大会
が行われました。みんなで大きな声で掛け
声をかけながら、おいしいおもちを完成さ
せました。

●メルマガあたみ
発行日：第２・４金曜日
内 容：行政情報・休日当番医・イベント情報
●熱海湯めまち便り
発行日：第３金曜日
内 容：観光・イベント情報
登録はこちらから

http://www.atami.shizuoka.jp/mailmagazine/

携帯電話の人は、右のＱＲコードからも
登録ができます。

問い合わせ

広報情報室

☎0557(86)6070

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！
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2 月 February

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
不 不動産相談 13:00 〜 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 ) 14:00 〜 15:00
２月のブックバスかもめ号
ステーション
実施日
網代小学校
21日㈫
大縄公園
海光園
スルガケアサービス
１日㈬
上多賀会館
多賀小学校
泉小中学校
２日㈭
16日㈭ 泉支所
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
３日㈮
七尾団地集会場
17日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
28日㈫ 第二小学校
22日㈬

ひばりヶ丘団地下駐車場
第一小学校
緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場

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

23日㈭ 多賀中学校正面玄関前

12：40〜13：30

24日㈮ 熱海中学校

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

施設休業日

1㈬

行

早咲き日本一 あたみ桜 糸川桜まつり（糸川遊歩道）
※２月12日まで
熱海梅園梅まつり（熱海梅園）※３月５日まで
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

2㈭

法

●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00〜10：30
●熱海子育て支援センター「豆まき遊び」
（栄光熱海中央保育園）
10：00〜11：00

3㈮

●献血（熱海市役所第二庁舎前）10：00〜11：30、13：15〜16：00

4㈯

初島丼合戦（初島）※３月12日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※５日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

5㈰
6㈪

図

消身

◆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）10：00〜11：00
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00

7㈫
8㈬

心

9㈭

法

マ

図
図

湯前神社春季例大祭（湯前神社）※10日まで
◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

図
マ

10 ㈮

●にこにこサロン「おたのしみ会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

図

11 ㈯
12 ㈰

建国記念の日

図

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00

図

13 ㈪

消人
知

14 ㈫

図
マ

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30

図
マ

15 ㈬

行

●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
●すこやか健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

図
釣
マ

16 ㈭

心

●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

マ

17 ㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）9：30〜10：00

マ

18 ㈯

伊豆多賀わかめまつり（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※20日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

19 ㈰
20 ㈪

消
精ぷ

21 ㈫

建

22 ㈬
23 ㈭

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
◆両親学級③（いきいきプラザ）13：30〜16：15

法

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30

24 ㈮

●にこにこサロン「救命救急おはなし会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

25 ㈯

網代温泉ひもの祭り（長浜海浜公園）11：00〜15：00
●南熱海子育て支援センター「保育園の作品展であそぼう」
（多賀保育園）9：00〜12：00

26 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
網代温泉ひもの祭り（長浜海浜公園）10：00〜15：00

27 ㈪

消人
障何

28 ㈫

不

マ

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。

市制施行80周年に向けた特別企画！
の表紙

をあなたの笑顔で彩りませんか？
問い合わせ

広報情報室☎0557(86)6070

広報情報室では、平成29年４月10日発行の「広報あたみ」の表紙を彩る笑顔の写真を募集し
ています。
４月10日は、熱海市が誕生して80年の記念の日。それをお祝いするために、１歳から80歳の
市民の皆さん80人の顔写真を表紙に掲載する予定です。皆さんからの笑顔の写真をお待ちして
います！

応募資格 １歳〜80歳（平成29年４月10日現在）の市民
応募写真 笑顔の顔写真 （バストアップ、顔が隠れない多少のポーズは可）
応募方法 ①写真（スマホの写真可、1000×1000ピクセル以上で10メガバイトを超えないもの）
を撮影する
②メールの本文に氏名、生年月日、平成29年４月10日現在の年齢、住所（町名）、
電話番号を記入し、本人または家族がメールを送る
☆送付先 koho@city.atami.shizuoka.jp
（広報情報室メールアドレス）
※広報あたみには、名前などは掲載されません。
※市役所第一庁舎４階広報情報室までご来庁いただければ、
職員が写真を撮ります。事前にお電話でお申し込みください。 送付先アドレス
応募締切 ２月28日(火)
そ の 他 ・応募された写真が多数の場合は抽選を行います。採用の可否については、広報あた
み４月号でご確認ください。
・投稿写真は、サイズの変更などの一部加工をする場合があります。
・投稿写真、データは返却しません。不採用のものは削除します。
・応募された情報は、広報あたみおよびホームページへの掲載に関する目的以外には
利用しません。

納期のお知らせ

１月31日（火）
■市民税・県民税
第４期
■別荘等所有税
第４期
■国民健康保険税
第７期
【債権回収室】☎0557 (86) 6165
■後期高齢者保険料
第６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。

無料体験陶芸教室の参加者を募集します
午前クラス 午前10時〜正午
午後クラス 午後１時30分〜３時30分
場所：姫の沢陶芸センター
定員：各クラス 12人（先着順）
募集期間：２月１日(水)〜８日(水)
申込方法：募集期間中の午前９時〜午後４時の間に電話また
は窓口でお申し込みください。
日時：２月12日(日)

問い合わせ

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

姫の沢自然の家☎0557(83)5301

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

