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厳かに、勇ましく 初木神社例大祭
７月17日、18日に、初島で初木神社例大祭が行われま
した。島民総出で行われた例大祭では、鹿島踊りなどが厳
かに奉納されました。
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

◆今月の主な内容◆
避難情報の名称が変わりました･･････････２
熱海市消防団員募集････････････････････4
救急車の適正利用にご協力ください･･････6

避難情報の名称が変わりました
―自然災害から身を守るために―
問い合わせ

危機管理室☎0557(86)6443
ID

1004719

平成28年台風第10号による水害では、岩手県岩泉町の高齢者施設において、避難準備情報の意
味するところが伝わっていなかったため、適切な避難行動がとられませんでした。これを踏まえ
て、高齢者などが避難を開始する段階であることを明確にするなどの理由から、避難情報の名称
が下記のとおり変更されました。
変更前名称

避難準備情報

変更後名称

避難準備・
高齢者等避難開始

・人的被害の発生する可能性が高まった状況
・避難に時間がかかる高齢者などの要配慮者や
その支援者は避難を開始
・通常の避難行動ができる人は避難準備を開始

・人的被害の発生する可能性が明らかに高まっ
避難勧告

避難勧告

た状況
・対象地域の住民は避難所など安全な場所に
避難

避難指示

避難指示（緊急）

・人的被害の発生する可能性が非常に高まった
状況、あるいはすでに発生した状況
・対象地域の住民は避難を完了する
・避難する余裕がなければ命を守る最低限の
行動を取る

◆「命を守る最低限の行動」とは◆
危険な状況の中での避難行動はできるだけ避け、安全の確保を第一に考えます。屋外での移
動が危険だと判断した場合は、避難所などへの移動だけでなく、自宅や近隣の頑丈な建物の２
階以上へ緊急的に避難し、救助を待つことも必要です。

防災訓練に参加しましょう
９月３日(日)に熱海市総合防災訓練を実施します。また、12月には地域防災訓練、３月には
津波避難訓練を実施します。自分自身が安心して暮らすためにも積極的に防災訓練に参加しま
しょう。
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非常持ち出し品・備蓄品を準備しましょう
災害は突然発生します。ライフラインが止まって復旧が遅れることもあります。「自分にとっ
て、わが家にとって」災害時に必要なものを整理し、いざというときに備えましょう。

◆水、食料とも１週間分以上の備蓄をお願いします◆
１週間の目安（１人分）

飲料水

ローリングストック法
（回転備蓄）

カセットコンロ
カセットボンベ

食料

日常使う食材や非常用
の食料品を、消費しなが
ら 備 蓄し て いく方 法 で
す。古いものから先に使
うように収納を工夫する

１日３リットル×７日

１日３食×７日

＝21リットル

食事を調理するために

＝21食

備蓄しておくと便利です。

と上手に循環できます。
食べたら

食料品の一例
レトルト食品、缶詰、インスタントラーメン、パスタ類、調味料、乾物、根菜類

買い足す

（常温で保存できる野菜）、フリーズドライの野菜、ドライフルーツなど

◆こんな用意もしておきましょう◆
乳幼児のいる家庭

妊娠中の人

粉ミルク、ほ乳びん、離

脱脂綿、ガーゼ、さら

乳食、スプーン、おむつ、

し、清浄綿および新生児用

清浄綿、おんぶひも、バス

品、ティッシュ、ビニール

タオルまたはベビー毛布、

風呂敷、母子健康手帳など

ガーゼなど

高齢者などのいる家庭

アレルギーのある人

ペットのいる家庭

着替え、おむつ、ティッ

アレルギーのある人が家

ペット用の避難用品や備

シュ、障害者手帳、常備

族にいる場合は、アレル

蓄品の準備をする。ペット

薬、お薬手帳、予備のメガ

ギーに対応した食料を備蓄

が迷子にならないための対

ネ、緊急時の連絡先表など

しておく。

策をしておく。

役に立つ情報
熱海市内の被害想定・防災対策を知りたいとき
雨量や河川水位を詳しく知りたいとき
気象情報を詳しく知りたいとき
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熱海市防災ガイドブック

検索

サイポスレーダー

検索

気象庁

検索

自分たちのまちを守る

消防団員は、本来の仕事や学業を持ちながら「自分たちの
まちは自分で守る」という郷土愛の精神に基づき、熱海市民
はもとより、熱海市を訪れる観光客の皆さんの生命・身体・
財産を守っています。
災害に強いまちづくりには、あなたの力が必要です。あな
たからのご連絡をお待ちしています！

熱海市消防団員募集！

消防団とは？

○熱海市内に居住する人
○ 歳以上 歳未満の健康な男女

入団資格

消防団は︑地域住民を災害から守
り︑被害を軽減することを大きな任
務とする地域社会に奉仕する団体で
す︒熱海市内には︑ の分団と女性
消防部があり︑消火活動だけでな
く︑地震や水害などの災害発生時の
救助活動や︑火災予防のための防火
指導︑応急手当の普及活動など︑幅
広い活動を行っています︒

11

○消防団員は︑特別職の地方公務員
です︒
○一般にいう給料はありませんが︑
消防活動・訓練などに対して報酬
が支給されます︒
○活動に必用な制服・活動服一式が
支給されます︒
○公務災害補償条例に基づく補償制
度があります︒
○５年以上の活動で︑退職報償金が
支給されます︒

熱海市消防団員の
身分および処遇

45

4
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出初式での放水の様子
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1000558
ID

消防総務課総務室☎0557(86)6612
問い合わせ

私たちの好きな熱海を守るため
多くの人の力が必要です！
熱海市役所
下水道課技術職員

伊豆箱根鉄道株式会社
箱根・十国峠ケーブルカー
運転手
まさ かず

今井めぐみさん

渡邉将千さん

熱海市消防団
女性消防部（入団３年）

熱海市消防団
第１分団（入団１年）

〜人とのつながりに貢献したい〜

〜地元熱海に貢献したい〜

地元の消防活動が盛んで昔から消防団に憧れを抱
いていました。市外から熱海市役所に就職し、地域
の人たちと交流をもちたいと思ったこともあり消防
団に入団しました。消防団活動を通じて、色々な人
たちと交流することにより内向的だった性格が積極
的になれた気がします。熱海の女性消防部は、元気
でパワフルです。女性ならではの目線を生かし、地
域や人とのつながりにも貢献できればと思います。

小さい時から地元熱海の行事に参加し、地域
活動を間近に見て育ちました。地域に育てられ
た自分に何か貢献できることがないかと思い、
消防団に入団しました。消防操法大会に出場し
知識や技術を学び消防活動に自信がもてまし
た。消防団の目的は地域貢献ですが、家族や友
達に万が一何かあったときに助けるすべを学ぶ
のに最適な場でもあると思います。

主な消防団の活動
■消防・防災訓練
●消防操法、火災想定訓練
●各種演習・地域防災訓練への参加
■火災予防活動
●地区内の夜間警戒巡回
●高齢者宅への防火訪問（女性消防）
●消防ひろばでの啓発活動
■災害活動
●火災の際の消火活動
●風水害などの警戒
■応急手当訓練・指導
●ＡＥＤ・三角巾などの訓練・指導
■各種行事への参加
●出初式への参加
※平成30年の出初式は、
１月６日(土)に開催します。

知っていますか？

①

②

③

①
②
③

地域防災訓練
高齢者宅への防火訪問
出初式

消防団協力事業所表示制度

少子高齢化、社会環境の変化に伴って、全国的にも年々消防団員は減少しています。このため、地域防
災体制の一層の充実を図るため、社員の加入を後押しする事業所を「消防団協力事業所」に認定し、表示
証を交付する制度を導入しています。この制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進
など、事業所としての消防団への協力が社会貢献として広く認められる制度で、熱海市でも33事業所が
認定されています（平成29年４月１日現在）。
また、静岡県では認定事業所の法人税を減額する制度を導入しています。平成28年度からはさらに制
度が拡充され、事業税額の２分の１（上限100万円）が控除されるようになりました。
ぜひ、多くの事業所の皆さんのご協力をお願いします。
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救 急 車の適正利用に
ご協力ください！

問い合わせ

熱海市消防本部☎0557(81)2555

1000524

救急車の
適正利用をお願いします

時間体

24

熱海市消防本部では︑現在救

急車を３台配備して︑

制で救急事故に対応しています︒

年中には３１９６

救急件数は年々増加の一途をた

どり︑平成

件出場しました︒要請から現場

到着時間の平均は約９分となっ

ており︑救急件数の増加に伴い︑

年々遅延してきている状態です︒

このままでは︑真に緊急事態

で救急車を必要としている人の

もとに駆け付けるのが遅くなり︑

救命率の低下や後遺症の軽減に

影響が出る恐れがあります︒

28

ID
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救急車を呼ぶべきか
迷ったことはありませんか？

熱海市消防本部ではさまざま

なサービスや相談窓口を開いて

います︒その中でも今回は︑ス

マートフォンのアプリ﹁Ｑ助﹂

を紹介します︒

熱海市の救急出場件数と人口総数の動向
（過去10年）
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全国救急受診アプリ
﹁Ｑ助﹂
番に電話ができるようにアイコ

緊急度が高い場合は︑１１９

力で病院へ行くべきか︑様子を

とき︑救急車を呼ぶべきか︑自

突然の病気やケガが発生した

〜救急車を呼ぶ目安に〜

ンや説明文が表示されます︒

段の検索が行えるようにアイコ

検索や︑タクシーなどの移動手

場合にも︑病院など医療機関の

ンが表示されます︒それ以外の

児救急相談事業の電話番号も記

○救急当番医案内テレフォンサービス☎0557(81)9911

このような場合は
ためらわず救急車を！

○熱海市消防本部☎0557(81)2555

緊急度が判定されると

症状の緊急度を素早く判定

みるべきか︑どうすれば良いか
このアプリは状態︵緊急度︶

載されていますので︑参考にし

また︑救急電話相談窓口や小

を判定し︑必要に応じた情報を
てください︒

悩んだことはありませんか？

提供するものです︒消防庁が開
発し︑無料で使用することがで

「Ｑ助」案内サイト

○小児救急医療電話相談事業☎♯8000

きます︒

﹁Ｑ助﹂の使い方
急な病気やケガをしたときに
﹁Ｑ助﹂を開き︑画面の指示に
従って該当する症状を画面上で
選択していくと︑緊急度に応じ

7

た必要な対応がわかりやすく表
示されます︒

救急車を呼ぼうか迷ったら

問い合わせ

長寿支援室☎0557(86)6316
ID

1004650

「生活支援ヘルパー」とは
介護保険制度の改正により、市では、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）を開始しました。その総合事業の訪問型サービスのうちの「訪問型
サービスＡ」において生活支援（家事代行）を提供する人のことです。
【訪問型サービスの内容】
種類

内容

訪問介護

訪問介護員が自宅を訪問し、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

生活支援ヘルパーが自宅を訪問し、調理、掃除、買い物代行
などの生活支援を行います。

研修の日時・内容など（予定）
午前９時〜午後４時

日時：10月17日(火)・18日(水)
会場：いきいきプラザ５階会議室

内容

１日目

２日目

オリエンテーション

生活援助①(保険外サービスも含む)

介護保険制度、総合事業

生活援助②(保険外サービスも含む)

高齢者の特徴①

コミュニケーションの方法①

高齢者の特徴②

コミュニケーションの方法②

認知症への理解

リスクマネジメント

研修修了後は
研修を修了すると、熱海市の生活支援ヘルパー研修修了者の台帳に登録されます。市内
の訪問介護事業所に雇用された後に、熱海市総合事業における「訪問型サービスＡ」の
サービス提供が可能となります。（他の市町でのサービス提供はできません。）

受講要件・募集期間
・申し込み時点の年齢が65歳以下であること。
・２日間、全ての講義を受講可能であること。
・研修修了後、熱海市内の訪問介護事業所で就労すること。（修了後の労働を義務付ける
ものではありません。）
・募集期間

８月21日(月)〜９月29日(金)
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熱海が好きだああああああああ
あ

ロケ地：熱海市役所屋上

好きなまちを、もっと楽しくする。
熱海市職員採用試験（B日程）
試 験 日：９月17日(日)
募集職種：一般事務（短大卒・高卒）、土木技術（大卒・短大卒・高卒）、建築技術（短大卒・高卒）、水道技術、
社会福祉士、保育士、幼稚園教諭、保健師、消防士
募集期間：８月21日(月)〜９月４日(月)（土・日曜日を除く）

午前８時30分〜午後５時15分

※ただし、８月27日(日)に限り、午後１時〜５時に受け付けます。
受験資格などの詳細は、ホームページをご覧ください。
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問い合わせ

人事研修室☎0557(86)6036

ID

1001637

採用試験ホームページ

熱海の熱い夜！こがし祭り開催★

37
19

当

市内各所を取
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7月15日・16日、こがし祭り第49回山車コンクールが開催されました。
総合優勝は、温泉通り町、木彫りの部優勝は、清水町でした。
どの山車も活気があり、今年も多くの人たちで賑わい、熱海の街が
盛り上がりました！

材

し
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漁師町、網代の伝統を！

７月22日〜24日、阿治古神社例大祭が開催されました。毎年恒例、漁師町の伝統を伝える浦安の
ご しん せん
りょうみやまる
舞や御神船「両宮丸」の引き回しが行われ、網代の街が活気に満ち溢れていました。

７月23日、マリンフェスタ・アタミ2017が開催されました。訪れた多くの人が、海上保安庁巡視
艇「いずなみ」の見学や制服の試着会、遊覧船・ヨットの試乗会など海のイベントを楽しみました。
当日は、にっぽん丸も入港しており多くの人たちで賑わいました。

ぼくたち海上保安官！

齊藤

雑がみ回収プロジェクト

熱海市長

栄

﹁雑がみ﹂を知っていますか？ レ
シートやメモ紙︑包み紙や封筒など︑資
源化できる紙のことです︒市では２年ほ
ど前から︑この雑がみの回収に力を入れ
ています︒現在︑市内３箇所に専用の回
収ボックスを置き︑これまでに６トン以
上を回収し︑再生されたトイレットペー
パー１３００個を幼・保育園︑小学校な
どに寄贈してきました︒
新聞︑雑誌︑段ボールなどについては
すでに紙資源としての回収が根付いてい
ますが︑それ以外の多くの紙資源は可燃
ごみとして焼却処分されており︑本当に
もったいないことです︒私も家庭で雑が
みの分類を始めてみて︑その多さに驚き
ました︒家にいくつかあるゴミ箱の中身
は︑半分ほどが雑がみでした︒
先日︑第一小学校の体育館で雑がみ回
収によって再生されたトイレットペー
パー１００個の寄贈式がありました︒１
〜６年生の全校生徒の前で︑私からいく
つか質問を投げ掛けながら︑このプロ
ジェクトにより︑雑がみを資源化できる
こと︑燃やすごみを減らし地球温暖化の
防止につながることなどを説明しました︒
そして私から﹁お家に帰ったら︑ご家族
に雑がみ回収の大切さを伝えてくださ
い﹂と話をしました︒
雑がみ回収ボックスは︑市役所第１庁
舎１階︑福祉センター２階︑南熱海マリ
ンホールに設置しています︒牛乳などの
紙パックも合わせて回収しています︒市
民の皆さんのご協力をよろしくお願いい
たします︒

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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自衛官募集
自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

防衛医科大学医学科学生、防衛
医科大学看護学科学生、防衛大学
校学生（推薦、総合選抜、一般前
期）を募集します。
資格：平成30年４月1日現在、18
歳から20歳までの高校卒業また
は卒業見込みの人
受付：９月５日(火)〜29日(金)
※防衛大学校学生（推薦、総合選
抜）は９月７日(木)まで
試験日：
防衛医科大学医学科学生
10月28日(土)・29日(日)
防衛医科大学看護学科学生
10月14日(土)
防衛大学校学生（推薦）
９月23日(土祝)・24日(日)
防衛大学校学生（総合選抜）
９月23日(土祝)
防衛大学校学生（一般前期）
11月４日(土)・５日(日)
★自衛官候補生については、年間
を通じて受け付けをしています。
詳細は 静岡地本
検索

あたみ小規模保育所の開設
教育保育推進室☎0557(86)6552
ID 1001000

市では待機児童対策として、咲
見町にある旧熱海童園園舎を改修
し、９月から小規模保育所を開設
します。入所定員は19人で、対
象は０歳児から２歳児までの乳幼
児です。入所を希望する人は、入
所希望月の前月15日までに必要
書類を確認のうえお申し込みくだ
さい。入園手続きや保育料などの
詳細については、お問い合わせく
ださい。

統計情報

みんなの消費生活展
フリーマーケット出店者募集

熱海ノルディックウォーキング
教室参加者募集

市民協働推進室☎0557(86)6197

長寿支援室☎0557(86)6316

ID 1004726

みんなの消費生活展でのフリー
マーケット出店者を募集します。
日時：10月14日(土)
午前９時30分〜午後２時
※準備は午前７時30分〜９時
場所：市役所第３庁舎前駐車場
区画数・区画面積：５区画、１区
画間口２メートル奥行３メートル
参加資格：市内在住の人
内容：不用品、手作り品の販売
条件：①営利を目的としたものは、
ご遠慮ください。②１グループ１
区画とします。③事故については
一切責任を負いません。
申込期間：８月30日(水)
〜９月１日(金)
申込方法：窓口受付（開庁時間内）
＊申し込み多数の場合は抽選。

熱海市 救急の日イベント2017
健康づくり室☎0557(86)6296

男
女

口

37,630 人
17,009 人
20,621 人

ID 1004616

９月９日は救急の日です。救急医療に関する情報の発信、適正な
救急医療の利用、救急隊の活動をＰＲするため「救急の日イベント
2017」を実施します。
日時：９月６日(水) 午後２時30分〜４時30分
場所：国際医療福祉大学熱海病院 会議室
内容：講演会 救急医療講演会
しげ まさ とも ひこ
講師 国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科 重政朝彦教授
講 習 救命救急講習（ＡＥＤ含む） 熱海市消防本部
定員：100人（先着順） 申込期限：９月４日(月)

平成30年成人式について

社会教育室☎0557(86)6572

ID 1004660

市内に住民登録のある対象者へ、案内状を８月下旬に送付します。
市外に転出した人も参加できますので、お問い合わせください。
開催日：平成30年１月７日(日) 場所：ＭＯＡ美術館 能楽堂
受付：午前９時45分〜
オープニング：午前10時10分〜 開式：午前10時30分〜
対象者：平成９年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人

６月末の人口
人

２本のポールを使って、スト
レッチングや正しいウォーキング
の姿勢を確認します。
日程：①９月18日(月祝)②10月
９日(月祝)③10月27日(金)
時間：午後１時〜２時30分
場所：①、③ 熱海市内
② 南熱海マリンホール
対象：40歳以上。通常歩行が可
能で500メートル以上歩ける人。
定員：15人 参加費：無料
持ち物：タオル、飲み物
＊動きやすい服、靴を着用し、両
手が空くようなリュック、ウエス
トポーチを用意してください。
申込期限：開催日の3日前
申込方法：熱海ノルディックウォー
キングクラブ☎0557(86)5277ま
でお申し込みください。

世帯数
21,506 世帯
人口前月比
12 人増

６月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,699
約 319
約2,018
104.6

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,788 ㌘
全 国
約 939 ㌘
全国は27年度平均データ
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お

知

らせ

すみれ相談のお知らせ
静岡県精神保健福祉センター
☎054(286)9245

かけがえのない大切な人を突然
自死で亡くし、つらい思いをして
いる人のお話しを伺います。相談
は無料です。ぜひご利用ください。
日時：９月20日(水)
午後1時〜４時
場所：熱海健康福祉センター
（熱海総合庁舎１階）
申込方法：電話または窓口でお申
込みください。(要予約)

出張年金相談の開催
保険年金室☎0557(86)6260
ID 1004282

三島年金事務所による、出張年
金相談を開催します。年金の受給
に関する相談などがありましたら
ご利用ください。（要予約）
日時：10月３日(火)午前10時〜
午後２時30分
場所：市役所第１庁舎４階第１会
議室

就業構造基本調査のお知らせ
広報情報室☎0557(86)6094
ID 1004611

就業構造基本調査は、15歳以
上の国民の就業・不就業の状態を
調査し「各種雇用政策、少子・高
齢化対策」のために活用されます。
８月末以降にお住まいの地域が
調査対象となった人は調査員がお
宅に伺います。皆さんのご理解ご
協力をお願いします。

せん と

かい

し

泉都開史〜近代熱海温泉の
発展と文学・メディア〜
講演会の開催
文化交流室☎0557(86)6234
ID 1004718

市民が選んだ「熱海ゆかりの人
NO.1」尾崎紅葉生誕150周年記
念シンポジウムです。
大好評販売中の『熱海温泉誌』
の著者たちが「金色夜叉」をキー
ワードに熱海温泉大発展の秘密に
ついて最新の研究成果を語ります。
講師：瀬崎圭二氏（同志社大学）
高柳友彦氏（一橋大学）
大久保あかね氏（日本大学）
日時：９月２日(土) 午後１時
場所：起雲閣 音楽サロン
※参加費、事前申し込み不要
その他：参加者用の駐車場はあり
ませんので、公共交通機関でご来
場ください。

時短！簡単！おいしい料理教室
参加者募集
健康づくり室☎0557(86)6295
ID 1004614

時短、簡単、おいしいをテーマ
にキユーピー山梨工場管理栄養士
による料理教室を開催します。
日時：９月19日(火)
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：９月15日(金)
申込方法：電話または窓口
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。
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秋季ハッピートリム教室
参加者募集
スポーツ推進室☎0557(86)6604
ID 1004260

健康増進を図り健康で明るい生
活を送るため、市民を対象に手軽
にできる体操教室を開催します。
内容：リズムムーヴメント・スト
レッチングなど
講師：山田たつ子氏・横川さだみ氏
場所・日時
南熱海マリンホール
９月、10月の毎週火曜日（10/24除く）
午前10時〜11時30分
福祉センター体育室
９月、10月の毎週木曜日
【前半】午前９時30分〜11時
【後半】午前11時〜12時30分
定員：南熱海マリンホールは人数
制限なし。福祉センターは前半・
後半各40人。
参加費：1,000円（保険料含む）
持ち物：体操ができる服装、上履
き、タオルなど
申込期限：９月１日(金)
申込方法：電話、メール、窓口
sports＠city.atami.shizuoka.jp
落書きは犯罪です!!
落書きは、まちの美観を損
ねるだけでなく、まちのイ
メージダウン、地域の治安を
悪化させる原因にもなります。
落書きをされた場合には、
処罰の対象となりますので警
察に被害届を出しましょう。
生活環境室☎0557(86)6272
ID 1004580

INTERVIEW

ひろあき

出したことで熱海の今日の発展の基
盤を築いてくれたのです︒
そこには︑個人の損得以上に﹁こ
の町のために自分が出来ることで役
立つならば﹂という熱海愛があった
からではないでしょうか︒

●大飛躍！熱海のアクセス

●熱海の将来の展望

熱海は︑これまで天災︑戦争︑経
済︑文化の変化により度々浮沈にさ
らされてきました︒しかし︑豊かな
温泉︑美しい海と海岸線︑目に優し
い山の緑などの自然に恵まれ︑人々
を優しく迎え入れる熱海には多くの
人々が訪れました︒彼らは︑熱海に
夢を持ち︑熱海を愛しました︒これ
らの素晴らしい資産が今日に繋がっ
ていると思われます︒また︑熱海に
は多くの外国人も訪れ︑感想を残し
ています︒オールコックの富士登山
に同行したフォンブランク少佐は︑
﹁ここは地球 上にこれほど素 晴らし
い所があるかと思えるほどの海 岸の
美しい︑小さな町であった﹂と︑熱海
の景色の素晴らしさを称えています︒
今後も開かれた熱海として時代の
変 化に 対 応
し︑未来を
見通す目を
持った不死
鳥 のよ う な
街であって
ほ しい と 思
います︒
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先代から１００年続いた

よし だ

吉田 博昭
今年で 歳となった吉
田氏は︑熱海市内で先代
から１００年続いたヨシ
ダカメラ店の元店主︒多
くの写真を図書館に寄贈
し︑熱海青年会議所時代
は︑海岸線のコースタル
リゾート計画実現のため
奔走しました︒

●熱海愛による発展

大正 年に︑国鉄熱海線の開通に
より熱海駅が誕生しました︒多くの
犠牲者を出した難工事の末完成した
丹那トンネルが開通し︑待望の東海
道 線 の 停 車 駅 と な り ま し た ︒そ の
後︑東海道新幹線が開通し熱海は日
本を代表する観光地へと発展しまし
た︒現在︑熱海駅は︑平成 年の改
修工事により生まれ変わり新しい玄
関口として今後も熱海の発展に貢献
していくのではないでしょうか︒
熱海への交通網は︑鉄道だけでは
ありません︒江戸末期から新かどや
た ま や きゅうしち
の先代玉屋久七による海上交通も盛
んで明治 年には東京湾汽船︵現・
東海汽船︶の就航となり︑海の航路
の利用も活発化してきました︒近年︑
船の旅の人気も高まり︑クルーズ船
や大型ヨットの誘致活動も進んでい
ます︒先日︑国土交通省から官民連
携による基盤整備推進支援事業で熱
海の海の玄関口形成調査費がついた
と聞いています︒熱海の海の玄関口
の活性化に期待してやみません︒
28

80

熱海御用邸建設後︑温泉地熱海で
は急速な近代化の動きが始まりまし
た︒大湯の熱湯を利用した国内初の
きゅうきかん
国立療養施設﹁噏滊舘﹂の建設をし
なが よ せんさい
た長与専斎︑静養のための公園﹁梅
も ぎ そう べ え
園﹂を造成した茂木惣兵衛︑住民や
宿泊者のために水道をひくため来宮
に貯水池を設けた田中平八︑梅園の
水を利用して水力発電を設け︑人々
に文明の火を届けた杉山仲次郎︑多
くの湯治客を運ぶために︑町民と協
力して人車鉄道・軽便鉄道の開通に
あめみやけい じ ろう
︒彼らはみ
尽力した雨宮敬次郎 ―
な熱海に静養を求めに来て︑熱海に
不足し︑自らが必要とするものを︑
町の人の理解と協力を得ながら作り

ヨシダカメラ寄贈
ガラス乾板による写真
〜熱海の海岸線
（昭和35年）
〜
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カメラ店の元店主

熱海市は、今年、４月10日に市制施行80周年を迎えました。今までの
歴史を振り返り、将来を展望する節目に連載（隔月）企画として熱海在住
の何人かに昔の熱海、将来の熱海について語っていただきます。
先人の残してきたものを大切にしながら熱海を愛し、熱海市民の１人
であることに誇りを持っていただく機会になれば幸いです。

熱海は常に開かれている
熱海へ訪れる人︑住む人︑
熱海を愛した原点が今日にある

VOL.2

９月 September
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
＊９月中１週間の清掃休館あり。要問い合わせ。
■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
■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
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 ) 13:30 〜 15:00
９月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
5日㈫ 網代小学校
19日㈫ 大縄公園
海光園
6日㈬ スルガケアサービス
20日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
7日㈭ 泉小中学校
21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
1日㈮
七尾団地集会場
15日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
12日㈫
第二小学校
26日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
13日㈬ 第一小学校
27日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
14日㈭
多賀中学校正面玄関前
28日㈭
8日㈮
熱海中学校
22日㈮

1㈮

施設休業日

心

アタミアロハフェスティバル201７（親水公園）13：00〜20：00
※３日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

2㈯
3㈰
4㈪

図
プ

消身

●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
◆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

5㈫
6㈬

行

7㈭

法

起

◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

8㈮

●南熱海子育て支援センター「親子バス遠足」※要予約 9：00集合
●にこにこサロン「お楽しみ会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

9㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※10日まで

マ

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
魚祭り（熱海魚市場）9：00〜16：00
●朗読会（図書館）13：30〜14：30

10 ㈰
11 ㈪

消人
知

図
プ

12 ㈫
13 ㈬
14 ㈭

交

起

法

マ

15 ㈮

●熱海子育て支援センター「おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

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

16 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※18日まで
マリンスパあたみ秋の大感謝祭（マリンスパあたみ）
10：00〜19：00
※18日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

12：30〜13：30

23 ㈯

10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：05〜15：40

24 ㈰

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

15

各種相談日

17 ㈰
敬老の日
秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

18 ㈪
19 ㈫

建

20 ㈬

行

◆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〜
◆おっぱい相談会（いきいきプラザ）10：00〜11：30
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30
起

●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
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

21 ㈭

図
釣
プ

マ

22 ㈮
秋分の日
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※24日まで
日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00

25 ㈪

消人
障何

26 ㈫
27 ㈬
28 ㈭

法

図
プ

起
マ

29 ㈮

●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

30 ㈯

南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）11：00〜15：00
※10月１日（10：00〜15：00）まで
湯前神社秋季例大祭（湯前神社）13：00〜※10月１日まで
◆パパママクラス（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。

図

下水道の役割
下水道は皆さんの生活で使う
水を下水処理施設でまとめて浄
化し、海や河川へ放流する役割
を担っています。これにより、
海や河川の水質を守るととも
に、清潔で快適な暮らしを支え
ています。

熱海市の下水道

９月10日は下水道の日です
問い合わせ

下水道課施設室☎0557(86)6526
ID

下水道を

1000885

現在、熱海市にはどれくらい
の長さの下水道管が埋まってい
るのか知っていますか？実は、
市内の下水道管を全て合わせる
と、およそ125キロメートルに
もなります。
この下水道が、熱海サンビー
チや長浜などの熱海の美しい海
や河川を守っているのです。

下水道週間の

使うときには
油や食べ残し、ティッ
シュペーパーなど水に溶け
ないものを下水道に流さな
いでください。油を含んだ
排水は温度が下がると固ま
り、下水道管がつまる原因
となります。

お知らせ
熱海市では、９月６日(水)
〜９月12日(火)を「熱海市
下水道週間」とし、排水設
備のパトロールを行うほか、
下水道へ接続されていない
ご家庭や事業所へ職員が接
続のお願いに伺います。

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

８月31日（木）

■市民税・県民税
第２期
■別荘等所有税
第２期
■国民健康保険税
第２期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第３期
【介護保険室】☎0557(86)6282
■後期高齢者医療保険料
第１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。
熱海市メールマガジン

ID
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