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◆今月の主な内容◆
熱海リノベーションまちづくりの取り組み･･２
第18回しずおか市町対抗駅伝
熱海市代表選手を募集します････････････４
学級自慢（第一小・第二小）･････････････････８

梅雨空を彩る青紫の花
ジャカランダ遊歩道では、６月にジャカランダ
が見頃を迎えました。梅雨の晴れ間に多くの人が
訪れ、青紫色の花を楽しんでいました。
各記事に記載している７桁のページ ID を市HPの検索
CHECK 窓に入力すると、該当ページが表示されます。
ID

表示

まちづくりの取り組み
問い合わせ

〜リノベーションとリフォームの違い〜
リフォームは、使い方を変えずに元の形を復元する
のに対して、リノベーションは、元とは違う使い方を
することで空間の価値を高めることです。使われてい
ない遊休不動産や、空間をリノベーションすることで、
新たな人の流れや動きにつながります。

熱海市の人口と高齢化率の推移予測
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出所：国立社会保障・人口問題研究所
『日本の地域別将来推計人口』
（平成25（2013）年3月推計）

リノベーション事例紹介①【渚町

産業振興室☎0557(86)6203

Re‐Form
リフォーム

Re‐Innovation
リノベーション

ID

1001750

もう一度姿かたち
を直すこと
もう一度新たな価
値を生み出すこと

〜どうして今、リノベーションまちづくり？〜
現在、多くの地方都市で人口減少、税収減少など
による衰退が叫ばれていますが、当市も例外ではあ
りません。高い高齢化率、減少する出生数、遊休化
する物件が増えるなど、2050年（平成62年）の日
本の姿と言われるほどの課題を抱えているのが熱海
の現状です。このようななか、地域経営課題を解決
する方法の一つとして取り組み始めたのが、全国的
にも広がりを見せているリノベーションまちづくり
です。リノベーションまちづくりは、まちにある空
き家、空き店舗をはじめとする遊休化した不動産や
空間などの資源と、温泉や海・山・人など地域に存
在する資源を意欲ある若者などが活用することで新
しい仕事や人の流れが生まれる、まちににぎわいを
創出する手法です。
ここでは、当市で動き始めているリノベーション
まちづくりについて紹介します。

ナギサート】

アトリエを併設した
シェアハウス（※）に！

約10年使われていなかっ
た、
スナックの入っていた
建物をリノベーション

※１軒の住居を複数人で共有すること。
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熱海リノベーション

〜熱海リノベーションまちづくり構想〜
「熱海リノベーションまちづくり構想」は、熱海の地
域資源を再認識し、現代という時代に合わせて、これ
からの暮らしを自分たちで作り出していくための指針
です。
昨年度、その構想を策定するため不動産オーナーや
有識者による検討委員会を設置し、2030年（平成42
年）へ向けたいろいろなテーマについて誰でも参加で
きる公開型会議「ATAMI 2030会議」を実施してきま
した。最終回となる第６回では、それまでの内容をま
とめたものを構想として発表し、熱海で新たな取り組
みを始めた実践者によるプレゼンテーションも行われ
ました。200人を超える人たちが参加しとても熱い会
となりました。

〜これからのリノベーションまちづくり〜
今年度も構想実現のため実行委員会を設置し、引き続き「ATAMI 2030会議」を開催していきます。
テーマは、公共資産の活用や働き方改革、アートやスポーツなど盛りだくさんの予定です。多くの人の参
加をお待ちしています。市民も民間企業も行政も、若者もシニアも、境い目なしに自分たちの望む暮らしは
自分たちでつくっていく。そんな熱海の未来を、あなたも一緒につくりませんか？

リノベーション事例紹介②【銀座町

ナエドコ】

57年間使われていなかっ
たビルの２階スペースを
リノベーション
コワーキングスペース（※）に生まれ変わり、さまざまな人の交流の場に！
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※事務所スペース、会議室、打ち合
わせスペースなどを共有しながら
独立した仕事を行う場所。

か市町対抗駅伝

手を募集します！！
しずおか市町対抗駅伝の熱海市代表選手

熱海市代表

個人のレベルも着々と上がっている熱海

チーム監督
ぬか

にチャレンジしてみませんか？

糠

や

谷

やす

康

ひろ

弘

（泉小中学校教頭）

〜オール熱海で盛り上げましょう〜
熱海市代表チームは、毎年大会に向けて陸上協
会・市内小中学校教員・スポーツ推進委員会・体
育協会・スポーツ推進室を中心に「オール熱海」
でバックアップしていただき、練習に励んでいま
す。
年々記録も上がりチームのモチベーションも上
がっています。今年も多くの皆さんに参加してい
ただき、チーム一丸となって熱海市を盛り上げて
いきましょう！よろしくお願いします。

〜昨年（平成28年）大会結果〜
市の部

11区間（42.195km）

熱海市 22位（27市中）
２時間24分49秒（熱海市最高記録）
写真：静岡新聞社提供

参加者

募集！

の市内在住・在勤・在学の人
・高校生・一般・40歳以上
区）〜草薙陸上競技場（第12区）
によって走る区間が決まっています。

のみ）、性別、学校名、学年、勤務先、住所、
ＡＸまたはメールでお申し込みください。

区間賞（大会新記録）

さかもと

ゆう ま

２区 坂本 悠真
（当時：第一小６年）
すず き
め ぶき
区間賞（大会新記録タイ）７区 鈴木 芽吹
（当時：泉中３年）
ふじ の
たく と
1500m走１位 藤野 拓人（当時：桃山小６年）

中！
催
開

〜陸上教室のお知らせ〜
陸上競技教室を基本毎週木曜日に多賀
中学校グラウンドにて午後７時から開催

30分まで多賀中学校グラウンドにて練習を行います。
ます。
記録会で走る距離は次のとおりです。
または3000m・高校生以上

しています。興味のある人はご参加くだ
さい。詳細は、スポーツ推進室までご連
絡ください。

3000m
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昨年走った選手たちから一言
〜今年も走りたい！〜

第18回 し ず お

熱海市代表選
12月２日(土)に静岡市で開催される

熱海市初！区間賞を獲得した

を募集します！毎年、記録を更新し、

坂本悠真くん（熱中１年）

市！今年も熱海市一丸となって、駅伝

さか もと ゆう ま

昨年の大会は、県内の強い選手が集まるな
か走るので緊張したけれど、練
習の成果が本番に出て嬉しかっ
たです！今年も皆と一緒に競い
合いタイムを上げられるように
頑張りたいです！

区間４位を獲得した

か とう か れん

加藤佳怜さん（泉中１年）
４年生の時、陸上教室に参加したのをきっ
かけに走ることが楽しくなりま
した。今年もレギュラーを目指
します。中学生になったので上
級生と競うつもりで、負けない
走りをしたいです！

ふじ の

1500ｍ走１位の

たく と

藤野拓人くん（熱中１年）
昨年は、自分の目標タイムを達成でき嬉し
かったです。駅伝を通して、目標
に向かって努力することの大切さ
を知り、とても自分のためになっ
たと思います。今年はレギュラー
を目指し一生懸命練習します！

私たちも一緒に頑張ります！

スポーツ推進室職員

皆さんの頑
張っている姿を
応援します！

対 象 者：小学４年生以上
チーム編成：小学生・中学生
コ ー ス：静岡県庁（第１
42.195km ※年代
申込方法：氏名、保護者氏名（未成年者
電話番号をスポーツ推進室まで電話・Ｆ

多くのお申し込
みお待ちしてい

◎熱海市代表チーム強化練習日程

ます★

９月７日以降の毎週木曜日午後７時から８時
＊11月23日は祝日のため、11月22日に開催し
問い合わせ

☎0557(86)6603 FAX0557(86)6297
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９月７日、14日は記録会を予定しています。

スポーツ推進室

sports＠city.atami.shizuoka.jp

ID

1004221

・小学生男女

1500m・中学生男女

1500m

熱海市情報公開条例

問い合わせ

法務文書室 ☎0557(86)6033

ID

1004593

および熱海市個人情報保護条例に基づく運用状況の公表
平成28年度において、熱海市情報公開条例および熱海市個人情報保護条例に基づいて開示請求さ
れた公文書の開示・不開示の状況についてお知らせします。

情報公開制度とは

個人情報保護制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんに市が保有す
る公文書の開示を請求する権利を保障し、市に
公文書の開示を義務付ける制度です。
具体的には、市民の皆さんは請求によって市
が保有する公文書の閲覧やその写しの交付を受
けることができます。

個人情報保護制度は、市が市民などの個人情
報を適正に取り扱うためのルールを定めるとと
もに、市が管理する個人情報の開示などを請求
する権利を保障することにより、市民の皆さん
の権利利益を保護し、信頼される市政の実現を
図っていくため定められた制度です。

公文書に対しての開示請求（熱海市情報公開条例によるもの）
処
開示
実施機関 請求件数 全部開示 部分開示
決定
決定

理

不開示
決定

文書
不存在

主なもの

却下

住居表示追加付定・一覧表・住居
表示台帳

経営企画部

３

市民生活部

１

観光建設部

16

５

11

事前協議書、金入り設計書

公営企業部

５

３

２

金入り設計書

消防本部

６

２

４

立入検査結果通知書

議会

２

２

教育委員会

１

合計

34

備考

１

１

１
１

熱海市議会会議録
１

13

18

１

１

１

公文書の開示請求のあった実施機関のみ記載

実施機関が保有する本人の個人情報の開示請求（熱海市個人情報保護条例によるもの）
処
理
開示
実施機関
請求件数 全部開示 部分開示 不開示
文書
決定
決定
決定
不存在
市民生活部

４

健康福祉部

１

合計

５

備考

２

２

請求
取下げ

主なもの

２

診療報酬明細書

１

高額介護（予防）サービス費支給に
係る申請書など

３

保有する個人情報の開示請求のあった実施機関のみ記載
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秋季市民教室 受講生募集
公民館では、初心者を対象にした秋季市民教室を開講します。
何かを始めるきっかけとなる教室です。市民または在勤者・在学者であれば、誰でも受講
できます。皆さんのお申し込みをお待ちしています。
【申込方法】生涯学習課に用意してある申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
窓口に来られない人には申込書をお送りしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
【申込締切】９月８日(金)午後５時（「ハーブティ＆セルフケア」は８月18日(金)午後５時）
【受 講 料】各教室4,000円（「ハーブティ＆セルフケア」は500円）
※初回に集めます。受講料以外に教材代などがかかる場合があります。
【場
所】中央公民館（いきいきプラザ内）
■受講希望者が多数の場合は抽選となります。結果は申込者全員にハガキで通知します。
■受講生が少人数しか集まらない場合は開講しないこともあります。その際は、該当教室の
申込者にハガキで通知します。
■市外在住の人は、定員に余裕がある場合にのみ受講できます。
■実施日・時間帯は、都合により変更になる場合があります。また、駐車場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
TEL：0557(86)6578 FAX：0557(86)6606 ID 1004565
kominkan@city.atami.shizuoka.jp
教室名
（定員）
かんたん絵手紙
（15人）

御守

実施日・時間帯

講師からのひとこと・学習内容

智子

10/6･20 11/3･17
12/1･15 1/12･19
(金)10：00〜11：30

絵・字・ちぎり絵を使い絵手紙を作成します。
かんたんで楽しい絵手紙を味わいましょう。
白磁器・ガラスに絵付けをして焼き上げま
す。絵の苦手な人には、転写紙を貼るだけ
の簡単な手法もあります。世界で一つだけ
のオリジナル作品が出来上がります。

食器に絵付け教室
（15人）

那須

園子

9/28 10/12･26
11/16･30 12/14
1/11･25
(木)14：30〜16：00

パッチワークキルト
（15人）

浅賀

良子

10/5･19 11/2･16
12/7･21 1/18 2/1
(木)10：00〜11：30

パッチワークキルトの基本を学び、楽しく
テーマ作品を仕上げましょう。

10/14･28 11/11･25
12/9 1/13 2/10 3/3
(土)13：30〜15：30

無農薬・無添加食で体がほっこりする食作
り。発酵料理で体内からデトックス！親子
やお孫さんと参加できます。

9/9
(土)13：00〜14：30

心身の不調を改善するためのハーブティを
紹介し、座りながらできる首や肩のこり、腰
痛などの改善法をお伝えする、若者から高
齢者までご参加いただけるプログラムです。

子供から大人まで
楽しめる発酵食
（20人）
ハーブティ＆
セルフケア
（15人）

7

講師

大久保千恵子

三輪

幸恵

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

熱海市立第一小学校

５年海組

人

26

担任

ふく い

福井

は る え

治枝

先生

熱海市立第一小学校

５年空組

人

27

担任

いくた

幾田

さ

き

早紀

先生

8
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熱海市立第二小学校

５年１組

人

22

担任

いし い

石井

けん た ろう

健太郎

先生

熱海市立第二小学校

５年２組

人

21

担任

やま だ

山田

まさ ゆき

政之

先生

9

ま

ce
in

当

37
19

担

市内各所を取

s

報
が

し

た

広
者

材

し

大切に育ててね

６月６日、第一小学校で花育植栽体験学習が行われまし
た。熱海花の会の皆さんの指導のもと３年生の児童たち
が、校舎の花壇やプランターに一生懸命花を植えました。

半世紀の活動に感謝を込めて

６月12日、国土交通大臣表彰の市長報告が行
われました。感謝状は、公共花壇の整備などを
長年行ってきた熱海花の会に贈られたもので
す。会長の大竹順子さんは「諸先輩方のおかげ
で続けてこられました」と語りました。

新鮮な地魚がたくさん！

６月11日、熱海魚市場で第17回魚祭りが開催されました。朝獲れ地魚の大特売やまぐろの解体ショー、
浜焼きコーナーや音楽ライブなどが行われ多くの人で賑わいました。次回開催は、９月10日です。
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熱海の初夏を楽しむ！

６月11日から25日まで、ジャカランダフェスティバルが開
メ グ
催されました。オープニングでは、歌手megさんによる
ジ ャ カ ラ ン ダ
「Jacarandaの花のように」が披露されました。期間中は、
多くの人が訪れ咲き誇るジャカランダを楽しんでいました。

すぎ もと その こ

14

熱 海 市名 誉 市
民の杉本苑子さん
が、熱海市のご自
宅にて５月31日に
逝去されました。
（91歳）
14

10

62

26

24

◆市長コメント
熱海市名誉市民である杉本苑子先生の突然の訃報
に接し︑深い悲しみと喪失感を禁じ得ません︒
杉本先生の作家としてのご功績は︑数々の文学賞
を受賞され日本の文学史に残る作家としてご活躍さ
れました︒
一方で︑昭和 年に生活と創作の拠点を当市に移
して以来︑気取らぬ庶民的なお人柄から︑市民とも
親しく接し︑また市の文化座談会にご出席いただく
など︑市政における文化的なまちづくりに大変ご尽
力いただきました︒
多くの皆様に愛された杉本先生を偲び︑衷心より
ご冥福をお祈り申し上げます︒

熱海市長

齊藤

栄

花ひろばが新しくなりました！

113

市役所前交差点の﹁花ひろば﹂の大改
修工事が完成しました︒花壇の植栽は︑
花ひろばと最も関係の深い市民グループ
にやっていただきました︒平成３年の花
ひろばオープン時からずっと手入れをし
て︑愛着を持って守ってくださっている
方々です︒
花ひろばのリニューアルにあたり︑私
が目指したことが二つあります︒一つは︑
花ひろばを熱海の花のショーケースにす
ることです︒これまでここにはさまざま
な種類の花木が混在しており︑雑然とし
ていました︒今回︑花木は熱海を象徴す
る︑紅白の梅︑あたみ桜︑ブーゲンビリ
アなどにしぼり︑これらが主役となるよ
うに︑思い切ってデザインし直しました︒
花ひろばで梅やあたみ桜が開花している
のを見た方が︑梅園や糸川に足を運んで
もらうことを狙っています︒
もう一つは︑花ひろばを含む市役所の
敷地が︑かつて熱海御用邸のあった大変
由緒ある土地だということを︑市民そし
て観光客に広く知ってもらうことです︒
江戸時代には３代将軍徳川家光公がつ
くった熱海御殿と呼ばれた湯殿があり︑
その後︑大正天皇のための御用邸が置か
れ︑昭和 年にスタートした市制の庁舎
が建設された特別な場所です︒この由来
を記した説明板を新たに設置しました︒
図書館の専門員と説明文を何度も練り︑
熱海御用邸の写真も付け︑満足のいくも
のになりました︒
今回の改修工事で︑市役所の入口付近
がすっきりと明るいイメージになりまし
た︒近くにお寄りの際はぜひ覗いてみて
ください︒
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熱海市名誉市民 杉本苑子さんの
ご冥福をお祈りいたします︒

60

杉本さんは︑大正 年６月 日︑東京都牛込区
︵現 新宿区︶生まれ︑昭和 年文化学院を卒業後︑
国民文学作家と呼ばれた吉川英治に師事し﹁狐愁の
岸﹂で直木賞︑﹁滝沢馬琴﹂で吉川英治文学賞︑
え ど しょうごん
﹁穢土荘厳﹂で女流文学賞を受賞し︑昭和 年に紫
綬褒章︑平成７年に文化功労者︑平成 年に文化勲
章を受章しました︒
熱海市には昭和 年に別荘︵彩苑︶を構え︑昭和
年に移住︑平成７年には文学館の設立を願い︑自
身の没後︑著作権を含めたすべての財産を遺贈する
契約を熱海市と結び︑平成９年４月 日︑熱海市制
施行 周年に際し名誉市民となり︑本市のＰＲや文
化発展に大きく貢献されました︒
52

55

毎月第１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
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55

自衛官募集のお知らせ

夏休みの教室のお知らせ

自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

【親子デッサン教室】

【一般曹候補生・自衛官候補生】
自衛隊の約71種類からなるい
ずれかの仕事に就き、それぞれに
応じた国家免許取得のチャンスが
あります。
資格：18歳〜26歳（平成30年４
月１日現在）の男女
試験日：
○一般曹候補生 ９月16日(土)〜
18日(月祝)のうち1日
○自衛官候補生 ９月16日(土)以降
申込期限：９月８日(金)
【航空学生】
海上・航空自衛隊の幹部パイ
ロットを６年間で養成するコース
です。約３年後には事業用操縦士
の国家資格が取得可能です。
資格：18歳〜22歳（平成30年４
月1日現在）までの高校卒業（見
込）の人
試験日：９月18日(月祝)
申込期限：９月８日(金)
詳細は 静岡地本
検索

税務職員募集（国税調査官級）
について
熱海税務署☎0557(81)3517

受験資格：平成29年４月1日にお
いて、大学などを卒業した日また
は大学院の課程などを修了した日
のうち最も古い日から起算して８
年を経過した人
試験日：1次試験10月上旬
※２次試験、３次試験あり
申込方法：インターネットによる
申し込み
受付期間：８月上旬〜中旬
検索
詳細は 名古屋国税局

統計情報

日時：８月９日(水)午前９時〜11時
場所：澤田政廣記念美術館
内容：澤田政廣の作品を親子でデッサンする教室です。
定員：10組（先着順）
費用：入館料が必要。大人320円、中高生210円、小学生無料。
※市民割引あり。
※持ち物などはお問い合わせください。
申込・問い合わせ 澤田政廣記念美術館☎0557(81)9211
まが たま

【古代体験〜勾玉作り〜】
日時：８月18日(金)午前９時30分〜11時30分
場所：いきいきプラザ７階
内容：古代より権力の象徴やお守りとして身につけられてきた勾
玉を、やすりなどで削って作成します。
対象：小学生・一般市民（小学生は保護者同伴）
定員：30人（応募多数の場合は抽選、子ども、初参加者優先）
費用：500円（材料費・保険料）
申込締切：８月１日(火)
申込・問い合わせ 文化交流室☎0557(86)6234 ID 1001223

【中高生国際理解講座】
日時：８月24日(木)午後２時〜
場所：いきいきプラザ７階
内容：博物館の役割や歴史、最新事業など
講演会「欧米の博物館の成立と今、そして未来への役割」
講 師 國學院大学博物館 副館長 内川隆志先生
対象：中高生（一般の人も可）
主催：熱海国際交流協会
※参加費、事前申し込み不要。
問い合わせ 文化交流室☎0557(86)6234

下田海上保安部からのお知らせ
いよいよ海水浴シーズン到来です。飲酒後の遊泳は絶対にしな
い、子どもから目を離さないなど、事故にあわないよう十分注意
してください。

５月末の人口
人

男
女

口

37,618 人
17,002 人
20,616 人

世帯数
21,473 世帯
人口前月比
19 人減

５月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,754
約 349
約2,103
103.7

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,803 ㌘
全 国
約 939 ㌘
全国は27年度平均データ
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教育相談について

ジェネリック医薬品差額通知
について

教育相談室☎0557(81)8080

保険年金室☎0557(86)6268
ID 1000671

熱海市国民健康保険（国保)で
診療を受け、調剤された医薬品を
ジェネリック医薬品に変更すると、
薬代の自己負担額を軽減できる可
能性がある人に、差額通知を発送
しました。主に、軽減効果の大き
い人を対象にしており、国保加入
者全員に通知するものではありま
せん。
ジェネリック医薬品を使用する
ことで、ご自身や熱海市の国保財
政の負担が軽減されます。ジェネ
リック医薬品への変更を希望する
場合は、医師や薬剤師にご相談く
ださい。

児童扶養手当の現況届
子育て支援室☎0557(86)6351

児童扶養手当は、父子家庭や母
子家庭などで児童を養育し、一定
の要件を満たした人に対して支給
される手当です。
現在受給している人には、現況
届のお知らせを７月中に送付しま
す。８月１日現在の家庭の状況お
よび受給者、扶養義務者（同居し
ている両親など）の所得状況など
現況の届出を８月31日(木)までに
忘れずに行ってください。
また、現在受給していない人で
対象となると思われる場合は、お
問い合わせください。

ハーイ・ハレバレ

下水道課施設室☎0557(86)6526

ID 1004487

ID 1004479

教育相談室では、教育現場に詳
しい相談員が電話相談、面談のほ
か、Ｅメールによる相談も受け付
けています。
一人で悩まず、お気軽にご相談
ください。
相談内容：
●家庭生活（子育て・親子関係）
●学校生活（学習・友達関係・不
登校・いじめ・集団不適応など）
●進路（進学・就職・進級）
受付時間：午前９時〜午後４時30
分
（土・日・祝、
年末年始休み）
場所：市役所第２庁舎２階
kyoikusodan@city.atami.shi
zuoka.jp
※詳細はホームページをご覧ください。

第35回

紙感謝祭について

文化交流室☎0557(86)6234

ID 1000968

静岡県下水道排水設備工事
責任技術者試験について

熱海市文化団体連合会では、紙
感謝祭を開催します。講演は古文
書などの歴史遺産の調査、保護の
最前線のお話です。ぜひご来場く
ださい。
日時：８月７日(月)午後１時30分
場所：いきいきプラザ７階
内容：式典および講演会「古文書
を守り活用し、歴史を語る」
講師 国文学研究資料館准教授
西村慎太郎先生
※事前申し込み、参加費不要。当
日午後１時20分までに直接ご来
場ください。

静岡県内で公共下水道に接続す
る排水設備工事を行う工事店には、
静岡県下水道協会に登録している
下水道排水設備工事責任技術者の
専属が義務付けられています。
次のとおり試験を実施します。
【試験】
試験日：10月18日(水)
会場：静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区）
受験資格：20歳以上で学歴に応
じた実務経験を有する人
受験手数料：4,000円
申込期間：７月18日(火)
〜31日(月)
【講習】（参加は任意）
講習日：9月15日(金)
会場：静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区）
受講手数料：3,000円
（その他テキスト代）
※申し込みなど詳細はお問い合わ
せください。

温泉工事に伴う申込書の
提出について
水道温泉課工務施設室
☎0557(86)6505
ID 1004410

熱海市から温泉供給をされてい
る人で、温泉に関する工事が必要
な場合は、原則として工事着工前
に「温泉供給装置工事申込書」を
提出してください。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

「バランスのよい食事料理教室」を開催します
健康づくり室☎0557(86)6295 ID 1004481
日時：８月24日(木)午前10時〜午後２時
内容：調理実習「メカジキのゆずこしょう炒め」
場所：いきいきプラザ４階
参加費：1,000円※８月18日(金)以降のキャンセル
はキャンセル料がかかります。
定員：30人
持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル
申込期限：８月18日(金)
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日時：８月29日（火）午後１時〜４時
場所：市役所第１庁舎４階第１会議室
内容：男女共同参画の視点からの避難所運営シミュレーション
ハ

グ

ゲームＨＵＧ
定員：40人（申し込み多数の場合抽選）
申込方法：８月15日（火）までに、市民協働推進室まで電話、ＦＡＸま
たはメールでお申し込みください
対象：市内在住で、防災に興味がある人
主催：熱海市、ＮＰＯ法人あざれあ交流会議
問い合わせ：市民協働推進室☎0557（86）6197

FAX 0557（86）6276

shiminkyodo@city.atami.shizuoka.jp

介護予防教室のご案内

ID

1004540

問い合わせ

長寿支援室☎0557（86）6336
ID

1004190

げんきひろめ隊養成講座
介護予防ボランティアを養成します。

リズムに合わせて脳トレ体操

日にち：８月16日・23日・30日、９月６日
（いずれも水曜日）
場所：いきいきプラザ２階
時間：午後１時30分〜３時30分
定員：20人（応募多数の場合は抽選）
申込期限：８月８日（火）

日にち：毎週月曜日（７月17日、８月14日、
９月18日を除く）
場所：福祉センター２階
時間：午後２時〜３時
対象：65歳以上の市民
※申し込み不要

アクティブシニアの脳活セミナー

膝痛・腰痛を楽にする教室

日にち：９月13日・27日、10月11日・25日、
11月８日（いずれも水曜日）
場所：南熱海支所
時間：午後１時30分〜３時
対象：65歳以上の市民で、上記日程のうち
半分以上出席できる人
定員：20人（応募多数の場合は抽選）
申込期限：９月５日（火）

日にち：８月24日・31日、９月７日・14日・
21日・28日、10月５日・12日
（いずれも木曜日）
場所：福祉センター３階
時間：午後１時30分〜２時30分
対象：65歳以上の市民
定員：20人（応募多数の場合は抽選）
申込期限：8月16日（水）
広報あたみ 2017.7
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８月 August

各種相談日

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
プ 第二小プール休館日 ☎0557(81)9558
■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
■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

８月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
1日㈫ 網代小学校
15日㈫ 大縄公園
海光園
2日㈬ スルガケアサービス
16日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
3日㈭ 泉小中学校
17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
4日㈮
七尾団地集会場
18日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
8日㈫
第二小学校
22日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
9日㈬ 第一小学校
23日㈬ 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
12：50〜13：20
13：40〜14：10
14：30〜15：00
15：15〜16：00
10：00〜10：30
8月は巡回なし
13：50〜14：20
8月は巡回なし
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
8月は巡回なし
14：00〜14：35
15：05〜15：40

多賀中学校正面玄関前

8月は巡回なし

熱海中学校

8月は巡回なし

◇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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施設休業日
あたみビール祭り（親水公園）17：00〜21：00 ※４日まで
サンビーチウォーターパーク（熱海サンビーチ）
10：00〜16：00 ※27日まで
海水浴場開設（各海水浴場）※27日まで
◆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
●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

1㈫

2㈬

行

3㈭

法

起

伊豆山温泉納涼海上花火大会（伊豆山海岸）20：20〜20：50
◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

4㈮

夏休み能楽サークル（MOA美術館）10：30〜15：00
初島・熱海間団体競泳大会（初島〜熱海サンビーチ）12：00〜

5㈯

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

釣

6㈰
7㈪

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
◆両親学級②（いきいきプラザ）13：30〜16：15

8㈫
9㈬
10 ㈭
11 ㈮

図
プ

消身

起

心
法

山の日

12 ㈯

伊豆多賀ビールフェスタ（長浜海浜公園）17：00〜21：00
伊豆多賀海上花火大会（多賀湾）20：20〜20：40

13 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00

14 ㈪

消人

15 ㈫

建

16 ㈬

行

17
18
19
20

㈭
㈮
㈯
㈰

21 ㈪

22 ㈫

29 ㈫
30 ㈬
31 ㈭

網代温泉ふるさと祭り（大縄公園）19：00〜21：00 ※15日まで

図
プ

伊豆多賀ビールフェスタ（長浜海浜公園）17：00〜21：00
伊豆多賀温泉百八体流灯祭（多賀湾）19：30〜
網代温泉海上花火大会（網代湾）20：30〜20：50
●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

起

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

釣

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

釣

消知

伊豆山温泉さざえ祭り（伊豆山海岸）
18：00〜21：30 ※22日まで

図
プ

不

伊豆山温泉さざえ祭り一環の花火大会（伊豆山海岸）
20：45〜21：00
◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
◆おっぱい相談（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〜
●熱海子育て支援センター「なかよしプール」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
起

法

25 ㈮
26 ㈯
27 ㈰
28 ㈪

図

心

23 ㈬
24 ㈭

釣

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30

釣

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）10：00〜12：00
日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
図
プ

消人
障何

◆両親学級③（いきいきプラザ）10：00〜12：00

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。

起

熱海市立図書館は

ツイッター （Twitter）
ツイッターとは、140文字以内の短文
（ツイート）
の投稿を共有するウェブ上の
サービスです。

を始めました！

中学生・高校生を対象とした本を集めたコーナー
ドリーム

ブック

（Dream Bookコーナー）の本の紹介や特集コーナー、
図書館内の行事などについてつぶやいています。
図書館の旬な情報をリアルタイムで提供します！
皆さん、ぜひツイッターをご覧ください！
つぼ

図書館キャラクター坪さん

Ｔwitter

図書館
来てね!
アカウント

熱海市立図書館 (@atami̲library)
熱海市立図書館
問い合わせ

Twitter

検索

図書館☎0557(86)6591

8月21日は県民の日！
入館料割り引きのお知らせ

納期のお知らせ

７月31日（月）

企画室☎0557(86)6081

■固定資産税・都市計画税 第２期
■国民健康保険税

中学生・高校生から人気
3階Ｄream Bookコーナー

第１期

【債権回収室】☎0557(86)6165
納付には、便利な口座振替をご利用ください。
熱海市メールマガジン

ID

ID

1004560

日
時：８月21日(日) 各施設の開館時間内
対象施設：起雲閣(館内喫茶室
「やすらぎ」
のドリンク割引券付き)、
池田満寿夫・佐藤陽子創作の家、池田満寿夫記念館
そ の 他：県民であることを証明できるもの（運転免許証など）
を提示してください。

1001522 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

