広報あたみ No.721 3月 10日発行

◆今月の主な内容◆
４月10日 市制施行80周年記念刊行
熱海温泉誌･･････････････････････････２
平成29年４月から「介護予防・
日常生活支援総合事業」を開始します ･･･４
熱海市スポーツ少年団の活動に
参加しませんか？････････････････････６

たくさん詰められるかな？
２月18日・19日に、長浜海浜公園で「伊豆多賀わかめまつり」
が行われました。今年は大好評の生わかめ詰め放題も復活。大勢の
人が詰め放題を楽しんでいました。

４月

日

市制施行

れいめい

周年記念刊行

80

熱海温泉誌は︑﹁あたみ﹂の黎明
き
期を考える序に続き︑﹁中世 走湯
と熱海郷に広がる温泉場の形成﹂
﹁近世 大湯をめぐる社会・空間・
文化﹂﹁近代 温泉観光地としての
開発と発展﹂﹁戦後 繁栄を支えた

熱海温泉誌
紙

熱海市の形成と発展に︑深くかか
わってきた熱海の温泉の歴史を︑市
制施行 周年を記念してまとめた
﹃熱海温泉誌﹄が間もなく完成しま
す︒

◀表

◆発行：熱海市
◆定価：3,000円（税別）

人・もの・組織﹂という時代別の章
に︑通史的な﹁熱海の温泉 再発見
資源・効果・集客﹂の章を加えて
―
大きく５つに区分し︑さまざまな
テーマや視点︑切り口による項目別
に構成しました︒
その内容ごとに文学や
歴史︑経済史︑建築史︑
温泉文化史︑観光地理学︑
温泉医学や地球物理学な
ど幅広い分野の専門家・
研究者を含む 人が執筆
しています︒これに口絵
と︑温泉にかかわる条
例・規則や熱海市立図書
館所蔵の資料紹介︑年表
などの資料編もあわせ︑
Ａ４サイズ︑オールカ
ラー３８４ページです︒
熱海は全国有数の温泉
地ですが︑箱根や草津︑
別府などのように温泉の
歴史をまとめた本はこれ
までありませんでした︒
熱海にとって大切な資源
である温泉について︑そ

の歩みを検証して残すことは︑観光
地・居住地としての将来のためにも
必要であり︑平成 年度から３年間
をかけて作ることになりました︒
へんさん
しかし﹃熱海市史﹄編纂から 年
が経ち︑資料が整理して保存されて
いるとは言いがたい状態で︑温泉を
テーマにした一冊本とはいえ︑散逸
した資料を集め︑調べるのは大変な
作業でした︒限られた時間と予算の
中で︑充実した内容を盛り込めたこ
とは︑多分野からの執筆陣に加え︑
取材や資料・情報提供︑アンケート
などにご協力くださった市民の皆さ
んのお陰です︒この場をお借りして
御礼申し上げます︒
監修・編集委員長の石川理夫氏は
編集後記で︑﹁本誌の刊行が︑将来
を担う世代に引き継がれ︑市民の誇
り︑財産となってさまざまに生かさ
れることを強く願う﹂と述べていま
す︒
古来︑多くの人に愛され支えられ
てきた熱海の温泉の魅力と実力を︑
あらためて知っていただく一冊に
なったと思います︒市内では︑書店
ならびに熱海市立図書館でお求めい
ただけます︒刊行まで今しばらくお
待ちくださいますようお願いいたし
ます︒

熱海温泉誌作成実行委員会事務局☎0557(86)6408

問い合わせ

全国の書店、
熱海市立図書館、
Amazon（インターネット）
など
で販売（４月10日販売予定）
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市制施行80周年記念フォーラム
開催のご案内

４月10日の市制施行80周年を記念し、フォーラムを開催します。基調講演や当日お披露目となる『熱海温泉
誌』の刊行記念座談会が行われますので、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

題

基調講演１
演

齊藤

市制施行

熱海市長

無料【要入場券】
参 加 料
場

所

ＭＯＡ美術館「能楽堂」

対

象

熱海市民【先着１００人】

＊参加者には、熱海温泉誌を無料配布

申込方法

電話またはFAX
（名前、住所､連絡先記入）

申込期限

３月31日(金)午後５時15分

申 込 先

企画室＊上記問い合わせ先まで

題

温泉評論家

石川理夫

﹁日本の温泉から見た熱海﹂

演

基調講演２

周年記念講演

80
栄

地球科学的に﹁いつ︑どこから温
泉が湧き出してもおかしくない﹂
条件を備えた熱海地域を︿温泉﹀と
いうまなざしから照らし直すために
熱海温泉誌は刊行されました︒
日本の温泉から見た熱海には特
色が三つ挙げられます︒一つは︑今
けいけん
まで地域の人々が敬虔な思いをこめ
て温泉とかかわってきた歴史の奥深
さ︒二つめは︑温泉にかかわる史料
記録や伝承が比較的多く残されてい
ること︒三つめは︑﹁伊豆山走湯﹂
と﹁大湯﹂という２つの中心軸を持
つことです︒
温泉誌の編纂を通じてあらため
て知った温泉地域・熱海の特色を
お話しします︒

熱海温泉誌刊行記念座談会

テーマ

熱海の温泉
感じたこと・伝えたいこと

温泉誌の編纂と執筆にかかわっ
た中で感じたこと︑市民の皆さん
に伝えたいことをテーマに︑熱海
市の歴史︑現況︑これからについて
ディスカッションします︒

さいとう

さかえ

パネリスト

いしかわみち お

●齊藤 栄
熱海市長

温泉評論家︑日本温泉地域学会

●石川理夫

たかやなぎともひこ

会長︑熱海温泉誌監修・編集委員長

まつ だ のり こ

●高柳友彦
一橋大学大学院経済学研究科専任
講師︑熱海温泉誌編集委員 近代
・現代担当

みのる

●松田法子
京都府立大学大学院生命環境科学
研究科専任講師︑熱海温泉誌編集
委員 近世・近代担当

うち だ

司会

●内田 實
医学博士︑温泉療法専門医︑熱海
温泉誌作成実行委員会代表

3

﹁熱海発展の歴史﹂

午後２時20分〜４時

近代熱海には︑明治中頃から大正
にかけてと︑昭和の高度経済成長期
の二度︑大きく発展した時期があっ
たと認識しています︒
熱海発展の歴史を振り返り︑現在
を生きる私たちの新たな挑戦による
﹁第三の成長期﹂を展望します︒

開催日時：４月10日（月）

企画室☎0557(86)6075・FAX0557(86)6152
問い合わせ

平成29年４月から

『介護予防・日常生活支援総合事業』
（総合事業） を開始します

介護保険制度の改正により︑熱
海市では︑平成 年４月から﹁介
護予防・日常生活支援総合事業﹂
︵総合事業︶を開始します︒今回
は︑新しく始まる﹁総合事業﹂に
ついてお知らせします︒

総合事業とは
総合事業は︑団塊の世代が 歳
以上になる平成 年︵２０２５年︶
にかけて︑一人暮らしの高齢者︑高
齢者のみの世帯および認知症高齢
者が増加し︑今後︑ますます介護予
防や日常生活の支援が必要になっ
てくることを踏まえて創設された
制度です︒
総合事業では︑次の２種類の事
業を行います︒

29

75

○介護予防・生活支援サービス事業
介護予防や日常生活の支援とし
て訪問型サービスや通所型サービ
スがあります︒

37

○一般介護予防事業
高齢者が生きがいを持って︑い
つまでも住み慣れた地域で暮らし
ていくことができるように︑心身
機能の維持向上を図る教室などを
開催するほか︑地域ぐるみの活動
を支援します︒

総合事業を利用できる人
○介護予防・生活支援サービス事業
原則 歳以上の人で︑次のいず
れかに当てはまる人です︒
・要支援１または２の認定を受け
た人
・基本チェックリストにより生活
機能の低下が見られた人
○一般介護予防事業
歳以上の全ての人が利用可能
です︒

65

現在の介護保険制度で介護予防
訪問介護や介護予防通所介護の
サービスを利用する場合には︑要
支援認定を受けなければ利用でき
ませんが︑介護予防・生活支援
サービス事業では︑要支援認定を
受けずに︑基本チェックリストの
判定のみで介護予防・生活支援
サービスを利用することができま
す︒

65

介護保険室☎0557(86)6316
問い合わせ

介護予防・生活支援
サービス事業のメニュー

訪問型サービス
○訪問介護
ホームヘルパーがご自宅を訪問
し︑利用者と一緒に調理︑掃除︑
買い物などを行います︒
○訪問型サービスＡ
ホームへルパーなどがご自宅を
訪問し︑調理︑掃除︑買い物代行
などの生活援助を行います︒
訪問型サービスＡを利用できる
※
のは︑身体の状態や自宅の立地条
件などを理由に︑ホームヘルパー
などと一緒に調理︑掃除︑買い物
などができない場合に限ります︒

通所型サービス
○通所介護
通所介護施設などで︑食事・入
浴・排せつなどの日常生活行為を
支援するサービスを利用したり︑
運動器の機能向上などの取り組み
を行ったりすることができます︒
○元気アップ教室
市が委託する事業所で︑運動機
能の低下予防や口腔機能の向上の
ための訓練を短期集中で受けるこ
とができます︒

4
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市役所・地域包括支援センターに相談する

一般介護予防
事業が利用
できます

ご相談は各地区の地域包括支援センターへ

熱海市伊豆山717-1
熱海伊豆海の郷内
☎0557(80)5566

一般介護予防事業のメニュー
○健幸チャレンジ
健康管理の動機づけと継続のた
めに︑健康に関する活動を記録し︑
ポイントに換算します︒ポイント
によって景品と交換できます︒
○膝痛・腰痛を楽にする教室
膝痛・腰痛の改善を目的に︑身
体のバランスや筋力をつける運動
が中心の教室です︒
○アクティブシニアの
脳活セミナー
認知症の予防方法について運動
や栄養︑口腔機能の各専門家によ
る話や実技を学ぶ教室です︒
○げんきひろめ隊養成講座と
スキルアップ講座
介護予防に関する正しい知識や
運動を習得し︑受講後は︑地域で
の介護予防教室などで活動します︒
○サロン支援や出前講座
地域のサロンや町内会などの集
まりに出張して︑介護予防の知識
を普及するための話や︑実技を行
います︒
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対象外
非該当

泉・伊豆山地区
地域包括支援センター

南熱海地区
地域包括支援センター

熱海地区
地域包括支援センター

熱海市緑ガ丘町9-7

要支援
1・2

介護予防・生活支援
サービス事業が
利用できます

介護予防
サービス
が利用できます

介護サービス
が利用できます

基本チェックリスト（25項目
の質問に答える）を実施
認定申請

一般介護予防事業
の利用を希望する人
介護予防・生活支援サービス
事業の利用を希望する人
介護認定
が必要な人

介護予防・生活支援
サービス事業対象者
要介護
1〜5

熱海市下多賀817-2
遠藤マンション103号
☎0557(67)7600

☎0557(86)0005

総合事業を利用するには
まずは長寿介護課やお住まいの
地区の地域包括支援センターにご
相談ください︒その後︑以下のフ
ローチャートのような流れで利用
ができます︒

総合事業利用の流れ

活動に参加しませんか？
問い合わせ

スポーツ推進室☎0557(86)6604

各スポーツ少年団では一年を通じて団員を募集しています。お子さんと一緒に活動内容
を読んで、興味がありましたら見学から始めてみませんか？
入団希望者は、各団（連絡先）へ直接連絡をお願いします。

熱海剣道十心会
剣道

連絡先

小出☎090（1986）5855

練 習 日 時：月水金（祝日休）・午後７時〜９時
練 習 場 所：福祉センター６階体育室
会
費：月会費小学生2 ,0 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・幼児以上

伊豆山剣道学園
剣道

連絡先

たい どう

熱海市躰道

吉田☎090（7691）4002

練 習 日 時：月火土・午後７時3 0 分〜９時
練 習 場 所：月土・南熱海マリンホール武道場
火・福祉センター６階体育室
会
費：月会費5,0 0 0円、入会金5,0 0 0円
（入会時：胴着8,000円、防具3,000円）
募 集 対 象：市内全 域・幼児以上

岩本☎0557（87）0245

練 習 日 時：火金・午後７時〜９時
練 習 場 所：伊豆山小学校体育館
会
費：月会費2 ,0 0 0円（兄弟割引有）
入会金 2 ,0 0 0円
募 集 対 象：市内全 域・幼児以上

極真会館山口道場
極真空手

連絡先

躰道

連絡先

大川☎0557（67）4519

練 習 日 時：火・午後６時〜８時
土・午前９時3 0 分〜正午
練 習 場 所：南熱海マリンホール武道場
会
費：月会費2 , 5 0 0円、入会金3 ,0 0 0円
後援会費月3 ,0 0 0円（一家庭）
募 集 対 象：市内全 域・幼児以上

えいりゅうじゅく

泳龍塾
水泳

連絡先

桜ヶ丘スイミングクラブ

上野☎090（3304）5043

練 習 日 時：日・午前11時3 0 分〜12時3 0 分
練 習 場 所：第二小学校室内プール
会
費：月会費1,0 0 0円（週１回練習）
入会費3 ,0 0 0円（保険料など含む）
募 集 対 象：市内全 域・小学生

水泳

連絡先

寺島☎090（1862）5966

練 習 日 時：火木・午後６時〜７時
練 習 場 所：第二小学校室内プール
会
費：月会費3 , 5 0 0円、保険料年間1,0 0 0円
募 集 対 象：市内全 域・小学生

広報あたみ 2017.3

6

熱海市スポーツ少年団の
伊豆山イーグルス
学童野球

連絡先

小松☎090（9832）5483

練 習 日 時：土日祝・午前９時〜午後５時
練 習 場 所：伊豆山小学校
会
費：月会費2 ,0 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

熱海ラビットジュニアクラブ
学童野球

連絡先

熱海少年野球クラブ
学童野球

連絡先

クローバーズ
連絡先

三枝☎0557（82）3866

練 習 日 時：月水・午後７時〜９時
土・午前９時〜午後５時
練 習 場 所：月・南熱海マリンホール
水・多賀小学校、土・第二小学校
会
費：月会費2 ,0 0 0円、父母会費2 ,0 0 0円
入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

泉ランニングクラブ
陸上

連絡先

関☎080（3159）9001

練 習 日 時：月・午後７時15分〜８時3 0 分
練 習 場 所：泉小中学校
会
費：月会費2 ,0 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生
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学童野球

連絡先

海野☎0557（68）3063

練 習 日 時：土・午前９時〜正午
日・午前９時〜午後４時
練 習 場 所：旧網代中学校
会
費：年会費19,0 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

金坂☎090（7699）3389

練 習 日 時：土日祝・午前９時〜午後５時
練 習 場 所：第一小学校
会
費：月会費3 ,0 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

バレー

網代ジュニアファイターズ

鈴木☎090（7317）6532

練 習 日 時：土日祝・午前９時〜午後５時
練 習 場 所：多賀小学校
会
費：月会費2 , 5 0 0円、入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

斎藤☎090（7319）6899

練 習 日 時：土日祝・午前９時〜午後５時
練 習 場 所：西部コミュニティセンター
会
費：年会費2 4 ,0 0 0円、入会金無し、
保護者会費年間6 ,0 0 0円（一家庭）
募 集 対 象：市内全 域・小学生

多賀ジュニア少年野球クラブ
学童野球

連絡先

アゴーラＦＣ熱海
サッカー

連絡先

棚澤☎090（7032）0069

練 習 日 時：３年生以上（木･午後７時15分〜8時45分）
１〜３年生（日・午前10時〜正午）
４〜６年生（日・午後１時〜３時）
練 習 場 所：木・熱海中学校
日・桃山小学校
会
費：月会費１〜２年生3 , 2 4 0円
３〜６年生4 , 32 0円、年会費3 ,0 0 0円
募 集 対 象：市内全 域・小学生

熱海ジュニアバスケットボールクラブ
（熱海トリッキーズ）
バスケ

連絡先 男子：守屋☎090（3455）5353
女子：中井☎090（3471）4544

練 習 日 時：月木・午後７時〜９時
日（第２･第４）・午前９時〜午後４時
練 習 場 所：月日・第一小学校、木・第二小学校
会
費：月会費１・２年生500円
３〜６年生1,000円
保護者会費月2 5 0円（一家庭）
入会金無し
募 集 対 象：市内全 域・小学生

平成２９年度《春季》市民教室
市内３つの公民館で、
「市民教室」の春季受講生を募集します。
市内に居所のある人、または在勤者であればどなたでも受講できます。
【申込方法】①直接 平日の午前９時から午後５時までの間に生涯学習課（第３庁舎１階）に用意してある申込書に
必要事項をご記入ください。
②郵送・ＦＡＸ 申込書をお送りしますので下記までお問い合わせください。
なお、申込書は中央公民館のホームページからもダウンロードできます。
③メール 必ず申込書を添付してください。（添付ないものは受付できません）
【申込締切】５月15日(月)午後５時
【受 講 料】各教室4,000円 （「Let s enjoy English」は2,000円）
受講料は、初回に集めます。別途、教材代などが必要となる場合があります。
■受講希望者が多数の場合は、抽選となります。また、受講生が少人数の場合は、開講しないことがあります。
■５月22日以降、お申し込みの結果をハガキにてご連絡いたします。
■市外在住の人は、定員に余裕がある場合に受講できます。
■実施日・時間帯・会場などは、都合により変更になる場合があります。
■中央公民館の場合、お車の人は市営中央町駐車場をご利用ください。
【問い合わせ】 〒413-8550 熱海市中央町1-1 第３庁舎１階 生涯学習課（中央公民館）

☎0557(86)6578 FAX：0557(86)6606
E-Mail： kominkan@city.atami.shizuoka.jp
・秋季講座は中央公民館で開催予定です。（広報あたみ７月号に掲載予定）

場所

教室名

曜日／時間

講師

学習内容など

日程
金／10：00〜11：30

網代公民館

Let's ウクレレ

高橋

和香

6/9

6/23 7/14 7/28

8/11 8/25

9/8

9/22

金／14：00〜15：30
骨盤ダイエット

健康いきいき歌謡
吟詠教室

栁田

貴子

6/2

6/16

7/7

7/14

8/4

8/18

9/1

9/15

水／13：30〜15：00
寺田かな江

6/14 6/28 7/12 7/26
8/9

8/23

9/6

9/20

火／14：00〜15：30
歌おうシャンソン

岩渕

祥夫

泉公民館

6/6

6/20

7/4

7/18

9/5

9/19 10/3 10/17

月／14：00〜15：30
太極拳

森野

光晴

5/29

6/5

6/12 6/19

6/26

7/3

7/10 7/24

水／14：00〜15：30
押し花教室

立見

雅代

6/21 7/26 8/23 9/13
9/27 10/11 10/25 11/8
火／10：00〜11：30

楽しいフラダンス

牛島

トク

6/6

6/20

7/4

7/18

9/5

9/19 10/3 10/17

木／10：00〜11：30
楽しい書道

加藤

秋濤

6/1

6/15 6/22

中 央公民 館

7/20 8/10

9/7

7/6
9/21

木／10：00〜12：00
水彩画

Let's enjoy
English

大谷

金崎

まや

桐子

5/25

6/1

6/29

7/6

みませんか？

6/15

7/13 7/20

水／①10：00〜10：45
②11：00〜11：45
5/31
7/5

エッセイを書いて

6/8

6/7

6/14 6/21

7/12 7/19 7/26

土／14：00〜15：30
門野

晴子

6/3
7/1

6/10 6/17 6/24
7/8

7/15 7/22

楽器初心者に人気のウクレレ。伴奏やメロディーの弾き方まで有名
な曲を題材に学びましょう。楽譜の読み方も同時に学べます。
運動枕とゴムバンドを使って、自分で骨盤を整える運動を学びます。骨
盤を整えることによって、
しなやかな痩せやすい体を作っていきます。
楽しく歌いながら吟を覚え、正しい複式呼吸で脳を活性化し健康で
生き生きと毎日が過ごせますように！ストレス発散にもなります。
声の出し方を基本ベースに、おしゃれで素敵なシャンソンを歌ってみ
ませんか？新しい芸術を身につけて楽しみましょう♪
太極拳は、ゆったりとした呼吸と静かでやさしい動作で気血のめぐ
りを良くします。年齢、性別問わずに楽しめます。
身近な四季折々の草花を使って栞やコースター・ミニ額・カレンダーな
どを作成します。お花に対しての関心も増えて毎日が楽しく充実します。
神聖なハワイの伝統的民族舞踊です。やさしい曲に、優雅な動き、年齢
に関係なく笑顔で楽しく踊りませんか？（基本ストレッチも含みます。）
楷書・行書・かなの基本、祝儀袋の書き方や年賀はがきを作成しま
しょう。
季節の草花・果物・野菜などを楽しく描きましょう。
身近なモチーフを描くことによって美しさを再発見できるでしょう。
小さなうちから他国文化に親子で触れ合うことで、自己肯定感をも
ち、自信をもってコミュニケーションをとれるようになりましょう！体
も動かしますよ！
熱海市在住でNHK連続テレビ小説1998年度前期「天うらら」原案作者
による講座です。日々の出来事をエッセイにしていくコツを学びます。
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４月から市役所の組織が一部変わります
平成25年度に、全庁的な機構改革を行いましたが、約４年が経過し、その後の法改正
や政策に対応するため組織の一部を改編します。
市民の皆さんへのより良いサービスの提供と充実、向上を目指します。
問い合わせ

改編した部署
健康福祉部 長寿介護課に、長寿支援室を設置します。
介護保険制度改正に伴い、地域支援事業（介護予防事業、地
域包括支援センターなど）のサービスが多様化するとともに、
認知症対策の推進や在宅医療・介護連携の推進などの事業を充
実させます。
主な業務
長寿支援室…介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業
などに関すること。
現行

改編後

課
長寿介護課

室
長寿総務室
介護保険室

課
長寿介護課

室
長寿総務室
介護保険室
長寿支援室（新）

観光建設部都市整備課公園緑地室が公園緑地課となります。
ジャカランダ遊歩道、さくらの名所散策路など新たな施設の増加
や姫の沢公園、市営駐車場などの既存施設の今後のあり方など政策
的課題に対応します。
主な業務
計画室………公園緑地、公共観光施設、市営駐車場の計画などに関
すること。
維持管理室…公園緑地、公共観光施設、市営駐車場の維持管理およ
び占使用などに関すること。
現行
課
都市整備課

9

改編後
室

総務用地室
都市整備室
公園緑地室

課
都市整備課
公園緑地課（新）

室
総務用地室
都市整備室
計画室
維持管理室

企画室☎0557(86)6075

健康づくり室 ☎ 0 5 5 7（ 8 6 ）6 2 9 4

なります︒それらのポイントを１０
０ポイントもしくは２００ポイント
貯めるとチャレンジ達成となり︑景
品と交換することができます︒もち
ろん２００ポイント貯めた方が良い
景品を選ぶことができます︒熱海市
に住所がある 歳以上の人ならどな
たでもお申し込みいただけます︒

健幸チャレンジの申込期間は４月
３日から 月 日までで︑景品の交
換は平成 年３月 日までです︒
窓口はこれまで健康づくり室でし
たが︑４月から長寿支援室に変わり
ます︒引き続き︑健康づくり室・南
熱海支所・泉支所でも申し込みでき
ますので︑ご利用ください︒
また︑景品の交換は長寿支援室窓
口のほか︑南熱海支所・泉支所での
交換が可能です︒ポイントの貯まっ
た記録帳を持ってお越しください︒
28

30

窓口が変わります

40

ポイントの貯め方

応援する教室

皆さんの健康づくりを

参加者募集

○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８回の教
室です︒
日時 ４月 日︑ 日︑ 日︑
５月 日︑ 日︑ 日︑
６月１日︑８日
い(ずれも木曜日 )
午後１時 分〜２時 分
場所 総合福祉センター３階大広間
対象者
歳以上で︑膝痛・腰痛が
現在ある人または予防したい人
定員
人 応(募者多数の場合抽選 )
申込期限 ４月５日 水( )

11 13

10
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!!
ポイントの貯まる活動は大きく５
つの部門に分れています︒
①健康管理部門︵５ポイント︶
毎日血圧や体重を測定したり︑健
診を受けることによってポイントが
貯まります︒
② 社 会 参 加・運 動 部 門︵１ポイ ント ︶
サロンに参加したり︑テレビ体操
やウォーキングなどの運動をするこ
とでポイントが貯まります︒
③ボランティア部門︵２ポイント︶
地域の清掃などのボランティアに
参加することでポイントが貯まりま
す︒
④学習部門︵５ポイント︶
熱海市主催の健康まつりや︑健康
に関する講演会に参加することでポ
イントが貯まります︒
⑤減塩部門︵１ポイント︶
長寿支援室が設定する減塩に関す
る項目を達成できればポイントが貯
まります︒
記録はすべて自己申告です︒

25 27

30

18 20

30

健康と景品をゲット

健康と景品を手に入れよう！
健幸チャレンジとは︑運動をした
り︑健診を受けたり︑ボランティア
などの活動をすることによってポイ
ントを貯め︑景品と交換しようとい
う熱海市限定の取り組みです︒活動
の種類によって貯まるポイントが異

30 12

65

20

健幸 チャレンジ

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

運動や減塩︑脳トレなど
健康に良いことは継続する
ことによって︑より効果が現れやす
くなります︒しかし︑それらを習慣
化させることが難しく︑途中で挫折
した経験がある人は少なくありませ
ん︒ご褒美があったり︑記録をつけ
たりすることで習慣化させやすくな
り︑継続につながると言われていま
す︒
そこで︑なかなか続かないと悩ん
でいる人︑健康のために何かしよう
と思っている人に﹁健幸チャレン
ジ﹂をお勧めします︒

健康 づくり

記録帳には活動をした日付を記入
するだけで︑活動の内容を記入する
必要がなく手軽に続けられます︒
記録帳を持っているだけでも健康
を意識するきっかけとなるので︑ぜ
ひお申し込みください︒

景品の種類
数ある景品のうち︑人気の景品を
ご紹介します︒
○減塩しょうゆさし ○歩数計
○エクササイズボール
○セラピーエッグ
○市内日帰り温泉利用券
・熱海温泉ホテル夢いろは
・かんぽの宿熱海 別館
・ハートピア熱海
・ ニューウェルシティ湯河原 いずみの湯
・磯料理・海辺の湯の宿 平鶴
曜日や時間帯によっては使用
※
できない場合があります︒
達成した人のほとんどが２００ポ
イントの景品を手に入れています︒
他にもお勧めの景品を数多く用意し
ていますので︑欲しい景品を目指し
て健幸チャレンジを始めてみません
か︒

ニギニギ!!
ストレッチに最適

介護予防教室の窓口が

変わります

高齢化率が ％を越えた熱海市で
は特に介護予防事業に力を入れてい
ます︒要介護状態になることを防ぐ
ため︑ストレッチや筋力トレーニン
グ︑健康講話などの内容で教室を開
催しています︒
新たな教室も始まります︒皆さん
のご参加をお待ちしています︒

45

５月以降に始まる介護予防教室の
窓口は長寿支援室に変わります︒
また︑広報あたみ４月号から︑教
室のご案内は﹁お知らせ﹂のページ
でご案内します︒

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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仕事の合間の気分転換に

マッサージや

セラピーエッグ

触覚ボール

減塩しょうゆさし

健幸チャレンジ 人気景品

１プッシュ約0.1ml

エクササイズボール

普段の運動にプラス

歩数計

ウォーキングのお供に！
見やすい大型表示

高齢者福祉行政の
基礎調査を実施します

くらしのミニミニ情報

長寿総務室☎0557(86)6323

静岡県の高齢者対策推進の基礎
資料とするため、４月１日現在、
熱海市に住民登録のある65歳以
上の人を対象に「高齢者福祉行政
の基礎調査」を実施します。
３月上旬から、各地区の民生委
員が高齢者のお宅を訪問し、世帯
人員･世帯構成・緊急連絡先など
の聞き取り調査を行いますので、
ご協力をお願いします。

避難行動要支援者台帳の
新規登録と更新について
長寿総務室☎0557(86)6337

熱海市では、災害時に安全な場
所に避難するなど、災害時の一連
の行動をとるのに他者の支援を要
する人（高齢者、障がいのある人、
傷病者など）のうち、家族などに
よる必要な支援が受けられない人
の避難支援体制の整備を図ること
を目的として、「避難行動要支援
者台帳」を作成しています。
台帳の対象となる人
①身体障害者手帳１・２級所持者
②療養手帳Ａ所持者
③在宅の要介護認定者で要介護３
〜５の人
④寝たきりの人、認知症の人
⑤その他自力避難が困難と思われ
る人
登録を希望される人は・・・
窓口へご連絡ください。
または、３月上旬から民生委員
が災害時に援護が必要と思われる
人のお宅へ台帳の新規登録および
更新に伺いますので、その際にお
伝えください。
※詳細は、お問い合わせください。

統計情報

2016年消費生活大ニュース!

１.情報通信関連の相談が多数！高齢者からの相談も増加
パソコン・スマートフォンの普及で、インターネット利用者が
年々増加。情報通信関連の相談が多く寄せられました。相談の中に
は「『お試し』のつもりでボタンを押したら、定期購入に」「ネッ
トで旅行を予約。ホテルに行ったら予約が取れていなかった」など。
２.大規模な自然災害多発！給湯器の貯湯タンクが転倒する事故も
地震、台風など、大規模自然災害によって多くの被害が発生。熊
本では、給湯器などの転倒に関する相談が複数寄せられました。地
震が起きて初めて見つかる設置不良に注意！また、「義援金をプリ
ペイドカードで支払わせる詐欺行為」「基金をうたってアダルトサ
イトに誘導するＳＮＳ」などにも注意！
３.電力小売の全面自由化がスタート！
「光熱費が安くなると言われて太陽光パネルの設置を勧誘され
た」「契約していない電力会社に現在のお客様番号を伝えてしまっ
た」など、自由化に便乗した業者に関する相談が多数寄せられまし
た。
４.インターネットを利用した詐欺的商法！
怪しい投資話も後を絶たず
架空請求に関する相談が再び増加。コンビニ払いを指示するなど
手口もより巧妙化しています。「無料と思ってクリックしたら有料
登録となり、料金を請求された」など、アダルトサイトの相談が５
年連続１位。最近では、高齢層がトラブルに巻き込まれるケースが
増加しています。スマートフォンなどの情報機器に不慣れで、知ら
ないサイトへ接続することの危険性を認識しておらず、トラブルに
遭ってしまっても世間体を気にして誰にも相談できないからです。
「自分には関係がない」「自分は大丈夫」と思わず、常日頃から気
をつけましょう。
５.燃費データ不正、廃棄した冷凍カツを食用として転売など
消費者の不信感強まる
企業のコンプライアンスが問われ、消費者からの信用を失う事件
が大きく取り上げられました。
−消費者行政に関する市長メッセージ−
熱海市ではこれからも、市民の皆様が安全、安心に暮らせる
地域社会づくりを目指し、地域や関係者の皆様との連携を深め
ながら悪質商法を排除するとともに、消費者市民社会の実現に
向け、消費者行政の分野からも力強く取り組んでいきます。
問い合わせ

市民協働推進室☎0557(86)6197

１月末の人口
人

男
女

口

37,663 人
17,015 人
20,648 人

世帯数
21,327 世帯
人口前月比
70 人減

１月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,535
約 355
約1,890
100.4

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,619 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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固定資産税・都市計画税
縦覧のお知らせ
資産税室☎0557(86)6150

平成29年度固定資産税・都市
計画税の縦覧を行います。
対象者：熱海市の固定資産税納
税者(同一世帯員の親族･納税管理
人など代理権を有する人を含む)
縦覧日時：４月３日(月)〜５月１
日(月)午前８時30分〜午後５時
15分 ※土・日・祝日を除く
場所：資産税室窓口
内容：納税者が自己の固定資産の
評価額が適正かどうかを判断でき
るようにするため、ほかの土地や
家屋の評価額と比較するための制
度です。
持ち物：身分証明書など対象者に
より異なりますのでお問い合わせ
ください。

保育料・幼稚園保育料の
コンビニ収納を開始します
教育保育推進室☎0557(86)6552

４月から保育料と幼稚園保育料
がコンビニエンスストア（コンビ
ニ）で納付できるようになります。
24時間365日コンビニの営業時
間ならいつでも納付できますので、
ご利用ください。
納付書は支払いの期別（月）と
なっています。取り扱いには十分
ご注意ください。
※コンビニでの利用期限が過ぎ
ている、バーコード印刷がない、
汚損した納付書など、コンビニで
支払いできない納付書があります。

子育て支援駐車場
フリーパスの申請受付開始

手話奉仕員養成入門講座の
お知らせ

子育て支援室☎0557(86)6351

障がい福祉室☎0557(86)6334

子育て中の保護者が、サンビー
チ・渚小公園などを気軽に利用で
きるように、付近の一部市営駐車
場の料金が１日１回に限り４時間
無料となるフリーパスを交付して
います。
申請資格：平成26年４月２日以
後に生まれた子どもの保護者
(フリーパスは１世帯につき１枚)
申請・利用開始日：平成29年3
月31日(金)
申請方法：駐車する自動車（保
護者所有の自家用車に限る）の車
検証の写しを持参のうえ、窓口で
お申し込みください。
対象市営駐車場：東駐車場・第
２親水公園駐車場・和田浜駐車場

池田満寿夫記念館陶芸教室
の開催
文化施設室☎0557(86)6232

池田満寿夫氏が生前作陶した工
房を使用し、手びねり陶芸体験を
開催します。当日は池田満寿夫記
念館と満陽工房の見学も行います。
日時：４月22日(土)午前11時
〜午後４時
場所：池田満寿夫記念館および満
陽工房(下多賀1130−1)
募集人数：16人（先着順）
募集期間：３月21日(火)〜４月
14日(金)
参加費：Ａ5,000円（粘土1kg、
焼成代）Ｂ3,500円（粘土500ｇ、
焼成代）※当日お支払いください。

聴覚障がい者の身近な生活と社
会参加のお手伝いをしませんか。
入門講座では簡単な日常会話を学
びます。
実技日時：５月10日(水)〜９月
20日(水)の毎週水曜日を予定
（全18回）午後７時〜９時
講義日時：６月10日(土)午前10
時〜午後４時
場所：熱海市役所第１庁舎
４階第１会議室
募集人数：15歳以上の市民20人
（熱海市に通勤・通学している人
を含む）先着順
参加費：3,240円（テキスト代）
申込期限：４月28日(金)
その他：修了者で希望する人は基
礎講座にご参加いただけます。

銃砲刀剣類登録審査会の開催
静岡県教育委員会文化財保護課
☎054(221)3158

銃や刀剣類は法律により、一般
的にその所持は禁止されています。
しかし、特に美術品もしくは骨と
う品として価値ある火縄式銃砲や
刀剣類は登録することで所持でき
ます。静岡県教育委員会では平成
29年度に登録するための審査会
を県東部地区で２回開催します。
登録審査日：５月16日(火)、12
月５日(火)
受付時間：午前９時30分〜11時30分
場所：静岡県東部総合庁舎
（沼津市高島本町１−３）

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

しずおか子育て優待カード

心のやさしい相続・生前贈与
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
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旧バージョンのしずおか子育て優待カードをお
持ちの人は、３月31日をもって県外で使用できな
くなります。４月１日以降、県外で旧子育て優待
カードを利用する場合には、全国共通マークをダ
ウンロードし、カードと一緒に掲示してください。
新バージョンのしずおか子育て優待カードは、
子育て支援室窓口で交付します。
問い合わせ 子育て支援室☎0557(86)6351
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市内各所を取

37
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２年連続の宿泊３００万人超え

熱海市長

109

熱海市の昨年１年間の宿泊客数が２年
連続で３００万人の大台を超えました︒
大手ホテルの閉館や美術館の改修などが
あったにも関わらず︑何とか目標を達成
しました︒この好況を維持・拡大するた
めに必要なことがいくつかあります︒
一つ目はさらにＰＲ︵プロモーショ
ン︶に力を入れていくことです︒先日︑
横浜市内のショッピングセンターで３日
間にわたって﹁熱海フェア﹂を開催しま
した︒市役所︑産業界︑芸妓衆などオー
ル熱海で取り組みました︒﹁ＡＤさんい
らっしゃい！﹂に代表されるテレビでの
プロモーションも大切ですが︑現地に行
くと直接その反応を知ることができます︒
私もチラシを配りながら︑﹁来週︑熱海
に行きますよ﹂﹁熱海のこがし祭りは毎
年行っているわ﹂などの声を直接聞くこ
とができ︑次のプロモーションのやり方
のヒントを得ることができます︒
もう一つは来遊者の満足度を上げるこ
とです︒先日︑市内のお寿司屋さんから
﹁市の補助を使ってトイレを洋式に変え
たのよ︒高齢者に喜ばれ︑本当に助かり
ました﹂とお礼を言われました︒トイレ
の洋式化は以前から問題意識を持ってい
て︑その助成事業を昨年の秋からスター
トしました︒外国人観光客への対応とい
う面もあり︑今では人気の補助メニュー
となっています︒大変地道なことですが︑
こういったことが熱海を訪れた時の印象
を決めています︒
今年は︑改修を終えリニューアルオー
プンするホテルもあります︒宿泊客数を
さらに増やす努力を続けていきます︒

14
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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

し

材
が

者

上手に回ったよ！

２月８日、小嵐保育園でこままわしが行われました。自分で
色をつけたオリジナルのこまを、上手に回すことができていま
した。

46年間の感謝を込めて……。

２月15日、約46年初島航路の旅客船を運転
してきた西島徹船長の最後の操船が行われ、
大勢の初島島民の皆さんが見送りました。

ようこそ熱海市へ！

２月23日・24日、姉妹都市である別府市の訪問団が熱海市を
訪問しました。市役所に表敬訪問に訪れたほか、起雲閣や熱海
梅園などを巡りました。

４月 April
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
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
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

４月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
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
ネオ・サミット湯河原
6日㈭ 泉小中学校
20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
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㈭
多賀中学校正面玄関前
27日㈭
14日㈮
熱海中学校
28日㈮

時間
13：15〜14：15
14：45〜15：30
12：50〜13：20
13：40〜14：10
14：30〜15：00
15：15〜16：00
10：00〜10：30
13：00〜13：35
13：50〜14：20
15：10〜16：00
9：50〜10：20
10：35〜11：05
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
15：05〜15：40
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
2
3
4
5
6
7
8
9

㈯
㈰
㈪
㈫
㈬
㈭
㈮
㈯
㈰

10 ㈪

丹那神社例大祭（丹那神社）10：00〜
●夜間エイズ検査 ※予約制（東部保健所）17：00〜19：45
行

丹那トンネル感謝祭（丹那トンネル殉職碑前）13：30〜

法

起
マ

明水神社例大祭（明水神社）10：00〜
日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
消人
知

市制記念日
市制80周年記念フォーラム（ＭＯＡ美術館「能楽堂」）
14：30〜16：00

図

●０歳児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）10：00〜11：00
◆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〜
起
法

15 ㈯
16 ㈰
17 ㈪

図

消身

11 ㈫
12 ㈬
13 ㈭
14 ㈮

施設休業日
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

伊豆山神社例大祭（伊豆山神社）
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※16日まで
春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45
●南熱海子育て支援センター「歯科相談」
（多賀保育園）
9：00〜12：00
●おはなし会スペシャル（図書館）14：30〜15：30

釣

◆パパママクラス（いきいきプラザ）10：00〜12：00
消

図

18 ㈫

建

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00

19 ㈬

行

●南熱海子育て支援センター「あそびましょ」
（多賀保育園）
9：00〜12：00

起

20 ㈭

心

撥扇塚供養祭（大乗寺）
●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

マ

●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
◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）10：00〜12：00

21 ㈮
22 ㈯
23 ㈰

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※23日まで
日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00

24 ㈪

消人
障何

25 ㈫
26 ㈬
27 ㈭

法

図

起

◆２歳６カ月児相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30

マ

28 ㈮

熱海をどり（熱海芸妓見番歌舞練場）11：30〜・14：30〜
※29日まで

図

29 ㈯

昭和の日
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※30日まで
姫の沢公園花まつり（姫の沢公園）※５月５日まで

30 ㈰
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。

犬の登録と狂犬病予防集合注射
生活環境室☎0557(86)6272

実施日
泉
泉
４/19 伊豆山
（水） 青葉町
桜 町
渚 町
網 代
４/20 和田木
（木） 下多賀
上多賀
中 野
伊豆山
伊豆山
４/21 春日町
（金） 緑ガ丘
梅園町
水口町

場所
ゆずり葉市営住宅前広場
泉公園
伊豆山浜ポンプ場
和田山町公民館前
小嵐市営住宅前広場
渚小公園
網代旧魚市場前
（宮町会館地先）
大縄公園
下多賀公民館前
上多賀会館前
中野公民館前
七尾会館前
仲道公民館前
東部防災コミュニティセンター
緑ガ丘公園
梅園駐車場
県熱海総合庁舎裏駐車場

時間
9：20〜 9：40
10：05〜10：30
11：00〜11：20
13：30〜13：50
14：10〜14：30
15：00〜15：30
9：20〜 9：40
10：05〜10：35
11：05〜11：25
13：30〜13：50
14：15〜14：45
9：10〜 9：40
10：00〜10：20
10：45〜11：05
13：30〜13：55
14：15〜14：40
15：00〜15：30

■犬の登録
犬を飼い始めて（生後90日以内の場合は90日を経過
した日）から30日以内に登録してください。
登録された犬が死亡あるいは飼い主の変更などが
あった場合は、届出をしてください。
■予防注射
生後91日以上の飼い犬は、毎年１回予防注射が義務
付けられています。各会場とも開始直後は混雑が予想
されます。時間に余裕がある場合は、実施時間後半に
お越しください。雨天のときは衛生上予防注射に最適
とはいえませんので、別の日にお近くの会場または動
物病院で受けることをお勧めします。
■当日必要なもの
【登録済みの場合】注射料3,400円、お知らせのはが
き、愛犬カード（手帳）
【新規登録の場合】注射料3,400円、登録料3,000円、
印鑑、犬の種類・生年月日などが確認できるもの

納期のお知らせ

住宅用火災警報器を設置しましょう！

３月31日（金）

平成29年を迎えてから、市内で火災が多発し、死傷者が発生
しています。また、空気が乾燥し火災が起こりやすい状況が続
いています。
大切な命と我が家を火災から守るため、住宅用火災警報器を
設置しましょう!!
※消防法により設置が義務付けられています。

■後期高齢者医療保険料
第８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 消防予防室☎0557(86)6620

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

