広報あたみ No.723 5月 10日発行

◆今月の主な内容◆
長浜海浜公園に大型複合遊具ができました･････２
「母子健康包括支援センター すくすく」を
開設しました･････････････････････････････４
公共施設等総合管理計画を策定しました･･･････６

勇ましいみこし下り 伊豆山神社例大祭
伊豆山神社例大祭の２日目にあたる４月15日、みこしを担いで参道の
階段を下る「みこし下り」が行われました。沿道には大勢の人が集まり、
勇壮なみこし下りを見守っていました。

問い合わせ

公園緑地課維持管理室☎0557(86)6217

ID 1002072

３歳未満児用遊具
６カ月から３歳未満の子どもの専用スペース
を設けました。子どもの発達に応じた専用施
設で、親子で楽しく遊ぶことができます。

海賊船
おおむね６ヶ月〜
３歳未満児用遊具広場

すくすく島

６

すくすく島
市では、平成27年度に渚小公園、平成28年度に長浜海
浜公園で遊具の新設を行いました。今年度は泉公園に
新たに遊具を設置するなど、計画的に公園の整備を進

ミニシーソー

めていきます。
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幼児用遊具
３歳から６歳の子ども用の遊具です。海賊船
の形をした複合遊具の中に、さまざまな遊具
がバランス良く充実しています。

児童用遊具
６歳から12歳の子ども用の遊具です。「海底
都市遊具」は広場のメインで、すべり台など
の遊具が盛りだくさんです。

海賊船

海底都市遊具

海底都市遊具
3

クジラ

「母子健康包括支援センター すくすく」を
開設しました！
問い合わせ

健康づくり室☎0557(86)6293

ID 1004186

「妊娠」「出産」と聞くととても喜ばしい幸せな気持ちになります。出産して親となり、子どもの寝顔、
満面の笑みを見ていると、何ともいえない愛おしい気持ちが湧き上がってきます。しかし、実際に子育てを
してみると、子どもは常にかわいいだけの存在ではないということも……。
子育てとはただ単純に幸せを感じさせてくれるだけでなく、多くの体験を通じて親としての成長もさせて
くれます。しかし、現代社会において子育て世代の約８割は核家族というデータもあり、産後の孤独感にさ
いなまれるママもいます。
熱海市では、そんなママたちのお悩みや不安を少しでも解消できるように健康づくり課内に「母子健康包括
支援センター

すくすく」を開設しました。これまでの事業を見直すほか、新しい事業を始めます。まだまだ

産声をあげたばかりのセンターですが、頑張るママたちに少しでも支援ができるように努めていきます。

妊

娠期

・「両親学級」（年４回）
内容をリニューアルしました。お風呂の入れ方の練習や栄養師のミニ講座など
を通じて産後の生活が少しでもイメージできるように、また困ったときなど、ど
のように対処したら良いかを一緒に考えていきます。

・「妊婦歯科健診」
これまで両親学級参加者しか受診できませんでしたが、今年度より、熱海市歯
科医師会の各医療機関で受診ができるようになりました。対象者には歯科健診受
診票を配布します。
妊娠中から自分の口の中に関心を持ち、出産後はお子さんのむし歯予防もして
いきましょう。
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出

産後

・「おっぱい相談会」（月１回）
母乳育児に関する悩みや相談が受けられる「おっぱい相談会」を始め
ます。国際医療福祉大学熱海病院の助産師・看護師に直接相談できます。
また、卒乳に関する相談もできます。

・親子の絆作りプログラム「赤ちゃんがきた！」
何もかもが初めての第１子の子育て。ゆったりとした雰囲気の中でこ
れからの子育てに必要な知識を学び、不安とストレスを解消します。生
後２〜５カ月の初めて子育てをするママが対象です。
「近所に赤ちゃんがいない」「引っ越してきたばかりでお友だちがい
ない」そんなママには特におすすめの楽しい教室です。対象の人には案
内を送付します。
※春教室は平成28年12月15日〜平成29年３月15日生まれの赤ちゃん（第
１子）とママになります。

・療養型産後ケア事業「ショートステイ」「デイケア」
「出産し退院したけど、家族や実家からの支援が受けられない」「自
分の体調に不安がある」「育児に不安がある」そんなママに、産科医療
機関でショートステイ（宿泊）やデイケア（日帰り）を利用し、助産師
や看護師から乳房のケアや授乳指導、育児相談などが受けられます。利
用にあたっては申請と担当職員との面談が必要になります。ご自宅でお
話を伺うこともできます。それぞれ赤ちゃんの対象月齢や利用期間が定
められていますので、詳しくはお問い合わせください。

・保養型産後ケア事業「ホテルでリフレッシュママ」
「ゆっくりと食事をしたり体を休めたい」「肩こりや腰痛を楽にした
い」そんなママにお知らせです。ホテルで骨盤ケアやマッサージ、のん
びりとランチや温泉、ティータイム……。頑張っている自分にご褒美は
いかがでしょうか。産後２〜６カ月の赤ちゃんのいるママが対象です。
お子さんはもちろん託児室でお預かりします（就学前のご兄姉もお預か
りします）。
※利用にあたっては申請が必要です。

これまでどおり、赤ちゃんの生まれたご家庭全てに訪問もします。通常は生後１カ月を過ぎた頃に対象の
ご家庭に電話で連絡後訪問していますが、不安があったり、早めに来てもらいたい場合はどうぞご連絡くだ
さい。もちろん、妊娠中の訪問もできます。
１人で悩まずに、私たちを「気軽に相談できる相手」としてご連絡ください。
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公共施設等総合管理計画を策定しました
本市の公共施設は︑昭和

年

年を

このような状況を踏まえて︑
公共施設などを時代の変化に合
わせて見直すとともに︑限られ

３．基本方針

選択と集中による

今後︑次々と大規模修繕や建て

相当の年数が経過しているため︑

持続的に運営可能な市政運営の

世代に過大な負担を残さない︑

ントを推進することにより︑次

■原則︑新規の建物は建設しま

施設の適正化

替えの時期を迎えることになり

実現に取り組むことを目的に︑

せん︒建物が必要な場合は︑

た資産で最大の市民福祉を実現

ます︒また︑人口減少や少子高

公共施設に関する方針として︑

建設予定施設の同面積を取り

けた後も整備されてきました︒

齢化の時代を迎え︑税収の減少

﹁熱海市公共施設等総合管理計

できるよう︑公共施設マネジメ

などにより将来の財政状況がさ

せん︒

やめるなど︑総量を増やしま

ます︒

■公共施設の更新は優先順位を

つけたうえで可能な限り機能

を維持しながら︑保有面積を

大幅に圧縮します︒

し終えているもの︑また時代

■当初の設置目的の機能を果た
■庁舎など

のニーズに即していない機能

20

付けや売却を行います︒

敷地については積極的に貸し

■未利用の公共施設は解体し︑

多目的化︶を推進します︒

更︵機能の集約化︑多機能・

■施設の統廃合︑廃止︑用途変

す︒

■学校・スポーツ施設など

が対象となります︒

計画では︑次の公共施設など

１．計画の対象施設

画﹂を策定しました︒

これらの施設は建設後すでに

ピークに人口や観光客が減り続

以降に整備され︑昭和

25

40

らに厳しくなることが予測され

方針１

については廃止を基本としま

年度か
年間です︒

29

■道路・橋・公園・上下水道な
どの公共インフラ

２．計画の期間

年度までの

計画の期間は︑平成
ら平成

48

ID 1004292

施設企画室☎0557(86)6221
問い合わせ
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安全確保の推進

■施設の耐震化を行います︒
■用途廃止した建物は速やかに
除却します︒
■定期的な点検・診断などを実
施します︒
適切な維持管理・
修繕・更新などの推進

■予防保全型の維持管理を推進
します︒
■施設横断的な包括管理を検
討・推進します︒
■受益者負担を適正化します︒

官民連携の推進

■公共施設などの情報公開を進
めます︒
■施設の広域利用を進めます︒

４．管理目標
建物系公共施設に関する
管理目標
︻１︼施設保有量の削減
施設の集約化︑複合化︑統廃
合︑転用︑廃止などにより︑全
体保有量を削減します︒
︻２︼維持管理コストの削減
予防保全型維持管理の推進や
民間活力の活用などにより︑維
持管理コストを削減します︒
インフラ資産に関する
管理目標

予防保全型維持管理の導入に

︻１︼維持管理コストの削減

間ノウハウの導入︑指定管理

伴う長寿命化対策により︑効率

■民間活力を活用します︒︵民
者制度の導入︑包括委託の実

的かつ効果的な維持管理を行い︑
︻２︼必要機能の確保

維持管理コストを削減します︒

施など︶
■住民主体の管理運営方法を導
入します︒

まちづくりとの関連や災害時

特に︵仮称︶熱海フォーラム

５．土地の利活用

踏まえ︑維持管理や整備の優先

整備予定地として取得した上宿

における機能確保の観点などを
度を定めたうえで必要機能を計

ます︒

としての整備のあり方を検討し

﹁世代を超えて市民が集う場﹂

り組み状況なども踏まえつつ

しましたが︑今後︑課題への取

観点から︑整備事業を一旦延期

むべき課題へ集中的に対応する

施設整備など︑優先的に取り組

育て・教育環境の充実のための

町市有地については︑当面︑子
目標値の設定
公共施設の延床面積を
％削減します︒

年間

画的に確保していきます︒

で

選択と集中の考え方
施設の更新や改修にあたって
は﹁機能﹂の優先度を基準に判
断します︒

年

今後は︑計画のフォローアッ

プとして︑計画期間である

を５年毎の４期に分けたアク

ションプランを作成します︒ま

た進捗状況などについて公表し︑

市民ニーズを踏まえて計画の見

直しを行います︒

計画の閲覧について

市役所︑図書館︑市公式ホー

ムページで閲覧できます︒
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20

アンケート結果などに
基づく市民ニーズを踏
まえ、維持することを
優先的に検討する機能
その他

義務教育機能
子育て支援機能
行政機能
優先

20

40

主な機能
優先度

方針２
方針３
方針４

お財布にやさしい！

市の健診が６月からはじまります!
問い合わせ

健康づくり室☎0557(86)6295

ID 1004408

今年も、市民健診・基本的な健診（特定健診・健康診査）の時期が近づいてきました。多くの市民
の皆さんの健康管理に役立てていただくために積極的な受診をおすすめしています。
＊市民健診…熱海市に住民登録のある人が受診できる各種がん検診など
＊特定健診…熱海市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人が受けられる身体計測と血液検査、
尿検査など
＊健康診査…後期高齢者医療保険に加入している人が受けられる身体計測と血液検査、尿検査など

●ところで、市の健診（各種がん検診も含みます）がどれだけお財布にお得かご存知ですか？
例えば…肺がん検診・胃カメラ検診・大腸がん検診・基本的な健診の検査項目を
すべて自費で受けた場合…
少なくとも３万円以上

かかります。

とてもお得です

しかし！市民健診などを利用して受診した場合…
自己負担額は３千円程度

で、およそ10分の１の負担で済みます！！

このように具体的な金額で換算すれば、市の健診を利用する方
が断然お得です。しかし、表１にあるように、市全体としての受診
率はとても低いのが現状です。市としても市民の皆さんがなるべ
く安価に受診し健康管理ができるようにしたいと考えています。
まだ一度も受診していない人、しばらく受診していなかった人
は、今年こそ健診を受けていただき、少しの負担で健康の維持増
進という大きなメリットを手に入れましょう！

表１：平成27年度市民健診・特定健診の受診状況

検診名
肺がん検診
胃バリウム検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
乳がん検診
子宮頸がん検診
骨粗しょう症検診
歯周疾患検診
特定健診

受診率(%)
20.4
7.4
10.2
17.5
11.1
8.5
8.0
6.0
29.5

お得と言えば…
今年の１月から従来の医療費控除の特例として、新たに『セルフメ
ディケーション税制(※)』が始まっています。この制度はスイッチOTC
と呼ばれる対象医薬品を積極的に服薬する個人に対して、その購入費
用について所得控除を認めるものです。
国は「軽度な身体の不調は自分で手当てする」個人の取り組みを促進
することで、国民が自発的に健康管理と疾病予防を行うことと、同時に
医療費の適正化を実現させようとしています。
市の各種健診を受けることでも、制度の対象となることができます
のでご自身にとって有利な医療費控除を考える際の参考にしてくださ
い。
※「セルフメディケーション税制」の詳細については厚生労働省のホー
ムページをご覧ください。
広報あたみ 2017.5
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静岡県知事選挙が
行われます！

私たちの意見を一票に!
昨夏の参議院議員選挙から、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げら
れました。私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者
によって国や地方の政治に反映されます。選挙は、子育て・税金・環境
など私たちの日常生活の全てと繋がっています。言い換えれば、選挙に
参加することで、暮らしや社会づくりに参加しているのです！
私たちの意見を一票に込めましょう！
問い合わせ

選挙管理委員会☎0557(86)6670

ID 1004383

静岡県知事選挙の投票は6月25日
（日）
投票日時

6 月 25 日（日）午前 7 時〜午後 8 時
（初島地区は 6 月 24 日（土）午前 7 時〜午後 4 時）

投票所：事前に郵送する入場券はがきに記載された投票所で投票してください。
投票できる人：①平成 11 年 6 月 26 日以前に生まれた人
②平成 29 年 3 月 7 日以前に熱海市に住民登録の届け出をした人
上記①、
②のいずれにも該当し、投票日までに引き続き熱海市の選挙人名簿に登載されている人

期日前投票は６月９日
（金）
〜24日
（土）
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由に該当する
と見込まれる人が対象です。
下表の場所で、宣誓書（期日前投票所にあります）の記入後に、投票
用紙を受け取り、投票日と同じように、直接、投票箱に投票します。
期日前投票場所

期日前投票期間

時間

総合福祉センター

６月 ９日（金）〜 24日（土）

午前８時30分〜午後８時

熱海第一ビル

６月19日（月）〜 21日（水）

午前９時〜午後７時

南熱海支所

６月 22日（木）

午前８時30分〜午後４時30分

泉公民館

６月 23日（金）

午前８時30分〜午後４時30分

伊豆山仲道公民館

６月 23日（金）

午前10時〜午後３時

「期日前投票」とは別に、郵便による投票など「不在者投票」の制度があります。ご利用には、『対
象者の制限』があるほか『事前の登録や申し込み』などが必要です。お早めにお問い合わせください。
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旅立ち、15の春

４月５日、進学のため島を離れる初島中学校の卒業生
の見送りが行われました。漁港には大勢の島民が見送り
に訪れ、船が見えなくなるまで手を振っていました。

ぴかぴかの１年生！

４月６日、市内の各小学校で入学式が行われました。第一小学校では、真新しいランドセルを背負った新１年
生が笑顔で登校していました。入学式では背筋を正して座り、先生の話をきちんと聞いていました。

道具への感謝を込めて

４月20日、大乗寺で撥扇塚供養祭が行
われました。約30人の芸妓が参加し、使
い古した道具を火にくべて手を合わせま
した。

広報あたみ 2017.5
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４月10日、熱海市制施行80周年を記念して、
MOA美術館能楽堂で記念式典が開催されまし
た。市政功労賞の表彰のほか、熱海温泉誌発行
を記念したフォーラムなどが行われました。

記念すべき節目の式典

４月24日、厚生労働大臣特別表彰の市長伝達
が行われました。民生委員児童委員の活動を評
価され表彰された吉田俊子さんは、「周囲の人
に助けられ24年間続けられたので、感謝の気持
ちでいっぱいです」と語りました。

感謝にあふれた24年間

熱海市制施行

周年

熱海市長

栄

今から 年前の昭和 年４月 日︑熱
海町と多賀村が合併し︑熱海市が誕生し
ました︒この市制 周年に際して︑私が
こだわったことが幾つかあります︒
一つは﹁歴史年表﹂です︒過去 年を
さらにさかのぼり︑日本が開国してから
現在まで約１５０年間の熱海発展の歴史
は本当にドラマチックで︑日本の発展の
歴史そのものです︒その歴史の流れを俯
瞰するには年表が最適で︑今回新たに歴
史年表を作成しました︒現在︑その年表
は市役所１階のロビーに展示しています︒
年表には熱海御用邸︑軽便鉄道︑初代お
宮の松など熱海の歴史を彩る写真も載せ
ています︒広報あたみの４月号にも掲載
しましたので︑ぜひご覧いただきたいと
思います︒
もう一つは﹁若い世代の参加﹂です︒
﹁新しい熱海は︑自分たちの力で創って
いくんだ﹂という意識を︑若い世代の皆
さんにぜひ持ってもらいたいと考えてい
ます︒ 周年記念式典では﹁熱海温泉
誌﹂の刊行を記念したフォーラムが行わ
れましたが︑市内の中学生・高校生約
人に会場に来てもらいました︒私は﹁熱
海発展の歴史をしっかり勉強し︑熱海の
まちづくりに積極的に参加してほしい﹂
と彼らに訴えました︒ 年︑ 年後には︑
彼らが熱海の発展を担う主役になるから
です︒
４月 日の式典は︑市制 周年のス
タートです︒今年は１年を通して︑市民
の皆様とともに︑熱海発展の歴史を振り
返り︑また︑熱海の将来を展望していき
たいと思います︒

齊藤
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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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国際理解講座開催のお知らせ

「生涯学習のしおり」発行の
お知らせ

文化交流室・熱海国際交流協会
☎0557(86)6233

「人権擁護委員の日」
特設人権相談所の開設

社会教育室☎0557(86)6572

「食」を通じて韓国をより深く
理解する講演「辛いけどおいしい
韓国の海の幸の話」を開催します。
講師：国立歴史民俗博物館
松田 睦彦准教授
日時：５月29日(月)午後２時〜
場所：いきいきプラザ６階
申し込みおよび参加料は必要あ
りませんので、ぜひご参加くださ
い。

母子家庭等医療費助成について
子育て支援室☎0557(86)6351

市民相談室☎0557(86)6073

ID 1004247

市民の皆さんの学習活動を支援
するため「生涯学習のしおり」第
50号（平成29年春・夏号）を発
行しました。
９月までのイベント情報、生涯
学習人材バンクのほか、市内で活
動するサークルの紹介や、健康、
福祉に関する教室の情報も掲載し
ています。
配布場所：市役所第１庁舎１階庁
内案内、図書館、いきいきプラザ、
福祉センター、各支所など

ID 1004311

６月１日は、人権擁護委員法の
施行を記念し、毎年｢人権擁護委
員の日｣と定め、この日を中心に
各市町村で特設人権相談所を開設
しています。
熱海市では、６月１日(木)午前
10時から午後４時まで、市役所
第１庁舎３階市民相談室で特設人
権相談所を開設し、人権問題など
の相談を行います。相談は無料で
秘密厳守ですので、お気軽にご利
用ください。

ID 1000971

母子家庭等医療費助成制度は、
前年の所得税が非課税の母子家庭
および父子家庭が対象となる制度
です。現在、同助成金受給者証を
もっている人は、６月末の有効期
限に合わせて更新のお知らせを送
付しますので、期限内に手続きを
行ってください。
また、現在受給者証をもってい
ない人で対象と思われる場合はお
問い合わせください。

海と公園の南あたみ文化祭
〜南熱海和太鼓祭りを開催します〜
日時：５月28日(日)午前10時〜午後3時
場所：南熱海マリンホール
内容：県内外の和太鼓団体が８チーム出演。それぞれ地域の文化・
風土・伝統など特色を生かした和太鼓演奏。終日楽しめるよう芝生
広場にはフードコートを設営します。
＊入場無料、駐車場あり。
【問い合わせ】海と公園の南あたみ文化祭実行委員会
（網代おやじの会 聞間） ☎090(3477)8191

児童扶養手当の手当額の改定
子育て支援室☎0557(86)6351

熱海市立澤田政廣記念美術館
〜夜間特別開館を行います〜

ID 1000968

平成29年４月分から児童扶養
手当の手当額が改定されました。
なお、支払額が変更されるのは、
８月支払い分（４月分〜７月分）
からとなります。
全部支給：
月額42,330円→42,290円
一部支給額：
月額42,320円〜9,990円→
42,280円〜9,980円

統計情報

熱海市立澤田政廣記念美術館では、熱海梅園ほたる観賞の夕べ期
間中（６月１日〜11日開催）に合わせて夜間特別開館を行います。
昼間とは違った澤田政廣の立体作品をぜひご覧ください。
日時：６月３日(土)、10日(土)午後７時〜９時
場所：澤田政廣記念美術館
入館料：市民 大人210円、中高生100円
市外 大人320円、中高生210円 ※小学生以下は無料
【問い合わせ】澤田政廣記念美術館 ☎0557(81)9211

３月末の人口
人

男
女

口

37,612 人
16,987 人
20,625 人

世帯数
21,416 世帯
人口前月比
15 人増

３月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,710
約 448
約2,158
103.9

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,851 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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出張年金相談のお知らせ

巡回行政相談の開催

静岡がんセンター☎055(989)5392

ID 1004310

ID 1004382

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
に関する相談や年金請求のお手続
きなどがありましたらご利用くだ
さい。なお、ご利用の際は予約が
必要ですので、保険年金室までご
連絡ください。
日時：７月４日(火)
午前10時〜11時30分
午後１時〜２時30分
場所：市役所第１庁舎４階会議室

普通救命講習の受講者を
募集します
消防署救急係☎0557(86)6605
ID 1000523

市民、市内企業、団体を対象に
心肺蘇生法やAEDの取り扱いな
どの救命講習会を実施します。突
然のけがや病気に備えて、家庭や
職場で応急手当や救命措置を行え
るよう丁寧に指導しますので、ぜ
ひご参加ください。
講習日・場所：
６/11(日) 泉公民館
６/18(日) 市役所第１庁舎４階
６/23(金) 初島小中学校体育館
時間：午前９時30分〜12時30分
対象：中学生以上の市内在住・在
勤・在学者
定員：各30人(先着)
※申込方法・期限など詳細はお問
い合わせください。

出張がんよろず相談のお知らせ

市民相談室☎0557(86)6073

毎日の生活の中で「役所での事
務手続きや申請方法が分からな
い」「行政の制度や運用に対する
皆さんからの要望や疑問、苦情」
などの問題を相談者と関係行政機
関の間に立って、公正・中立の立
場から解決するお手伝いをするの
が行政相談制度です。
次の日程で行政相談員が巡回相
談を行います。
開催日：６月21日(水)
開催時間と場所：
午前10時〜11時30分南熱海支所
午後１時〜２時30分 網代公民館

第33回熱海市文化団体連合会
総合発表会を開催します
文化交流室☎0557(86)6234

熱海市文化団体連合会では、日
ごろの成果を披露するために総合
発表会を開催します。
ぜひ、ご来場ください。
【発表部門】
・ボールルームダンス
＆レクダンス
日時：６月17日(土)午前10時30分
場所：いきいきプラザ7階
・民謡＆フラダンス＆詩吟詩舞
日時：６月17日(土) 午後１時〜
場所：起雲閣音楽サロン
【展示部門】
日時：６月17日(土)午前９時30
分〜午後４時、18日(日)午前９時
〜午後４時
場所：起雲閣ギャラリー

静岡がんセンターの専門スタッ
フが地域に出向き「出張がんよろ
ず相談」を開催します。
日時：６月23日(金)午後１時〜４時
場所：いきいきプラザ２階
内容：がん専門医による治療など
の相談
対象者：熱海・伊東市内在住者
申込方法：電話にて事前予約
（先着５人）
予約期間：５月29日(月)〜６月９
日(金)

高齢者肺炎球菌予防接種の
実施について
健康づくり室☎0557(86)6296
ID 1001087

公費負担による高齢者肺炎球菌
ワクチンの予防接種を実施します。
対象者には５月上旬までに予診票
や説明書などを郵送します。
4月以降に転入した人や、予診
票を紛失した場合はお問い合わせ
ください。
実施期限：平成30年３月31日
対象者：平成29年度に65歳、70
歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳になる人
自己負担金：3,000円
平成29年工業統計調査
対象：製造事業所
基準日：６月１日
ご協力をお願いします。
広報情報室☎0557(86)6094

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

全国一斉「子供の人権110番」強化月間
６月26日(月)から７月２日(日)は全国一斉「子どもの
人権110番」強化週間です。いじめや体罰、不登校や
虐待などに困っていたら、一人で悩まずに相談してく
ださい。
期間：６月26日(月)〜７月２日(日)
時間：午前８時30分〜午後７時
ただし、土・日は午前10時〜午後５時
静岡地方法務局
静岡県人権擁護委員連合会
フリーダイヤル ☎0120(007)110
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１年中水着の楽園! !

お得なパスポート・回数券販売中!!

マリンスパあたみへ行こう！！
問い合わせ マリンスパあたみ☎０５５７(８６)２０２０
熱海の海を一望でき、公認 25 メートル温水プール・ウォータースライダー・スパ施設・温泉浴場・レストラン

などの施設が充実しています。オールシーズン楽しめる施設です。お得なパスポート、回数券の販売やプライベー

トロッカーも始めています。ぜひご利用ください！
●利用料金一覧
対象者

市民

一般

市民同伴

大人

550円

1,340円
（午後３時以降1,100円）

830円

小・中学生

300円

670円
（午後３時以降550円）

420円

0円

420円

310円

200円

310円

210円

３歳〜未就学児
３歳未満

●パスポート・回数券を利用した場合
◎年間パスポート

＊パスポートカードを提示するだけで入館できます。

５月〜３月

66,000円

◎３カ月パスポート 20,000円

６月〜３月

60,000円

◎月間パスポート

７月〜３月

54,000円

◎市民回数券

８月〜３月

48,000円

市民 大 人

5,500円

年

間

12,000円

９月〜３月

42,000円

市 民 小人

3,000円

６カ月

6,000円

7,700円

＊各11枚つづりで１回分お得

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。
日時：６/15・29、７/６・13・20・27、8/３・10 いずれも木曜日
午後１時30分〜２時30分
場所：南熱海支所

定員：20名（多数の場合は抽選）申込期限：６月７日(水)

申し込み・問い合わせ先

電話または、窓口でお申し込みください。
長寿支援室 ☎0557(86)6336

●プライベートロッカー

各教室の

〜参加者募集〜

ID 1004190

ファイト！ママ募集
男性料理教室 〜手作りパンで朝ごはん〜
日時：６月30日(金)午前10時〜午後２時
場所：いきいきプラザ４階

他）・ランチ交流会

＊６/26以降のキャンセルはキャンセル料がかかります。
定員：30名

ぴよ教室」で、赤ちゃんを見守る託児ボラン
ティア「ファイト！ママ」を募集しています。

参加費：1000円

内容：調理実習（手作りパン・ミネストローネ

４カ月の赤ちゃんとお母さんの集まる「ぴよ

申込期限：６月26日(月)

持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ）、手ふきタオル
申し込み・問い合わせ先

いずれも金曜日
場所：いきいきプラザ４階
内容：赤ちゃん（４カ月児）の託児
申し込み・問い合わせ先
電話または、窓口でお申し込みください。

電話または、窓口でお申し込みください。
健康づくり室 ☎0557(86)6295

活動日：６/16、8/25、10/20、12/8、2/16

健康づくり室 ☎0557(86)6295
ID 1004380

ID 1004381

広報あたみ 2017.5
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６月 June
マークの説明

各種相談日

1㈭
2㈮

■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

3㈯

■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

6㈫

■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 〜 16:00

６月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
6日㈫ 網代小学校
20日㈫ 大縄公園
海光園
7日㈬ スルガケアサービス
21日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
1日㈭ 泉小中学校
15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
2日㈮
七尾団地集会場
16日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
13日㈫
第二小学校
27日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
14日㈬ 第一小学校
28日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
8日㈭
多賀中学校正面玄関前
22日㈭
9日㈮
熱海中学校
23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

施設休業日
熱海梅園初川清流ほたる鑑賞の夕べ（熱海梅園）※11日まで
マ

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00※４日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

マ

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
●夜間エイズ検査（東部保健所）17：00〜19：45

7㈬

行

●献血（市役所第２庁舎駐車場）10：00〜12：00、
13：15〜16：00

起

8㈭

法

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

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

9㈮
10 ㈯
11 ㈰
12 ㈪
13
14
15
16

㈫
㈬
㈭
㈮

春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45
日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
人消
知

20 ㈫

図

起

心

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00※18日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
消

●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

建

●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30
●熱海子育て支援センター「ファミリーデー」
（栄光熱海中央保育園）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〜

21 ㈬
22 ㈭

図

起
法

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9：30〜10：30
●南熱海子育て支援センター「海あそび」
（長浜海浜公園）
10：00〜11：00

マ

●にこにこサロン「ストレッチ」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

23 ㈮
24 ㈯
25 ㈰
26 ㈪

マ

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）10：00〜12：00

17 ㈯
18 ㈰
19 ㈪

釣

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
人消
障何

●南熱海子育て支援センター「歯のみがき方教室」
（多賀保育
園）9：45〜10：30

図
マ

12：30〜13：30

27 ㈫

マ

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

28 ㈬

起
マ

29 ㈭
30 ㈮

マ
図

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

4㈰
5㈪

法

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。

ジャカランダ情報
世界三大花木の一つで、
いまでは熱
海の初夏を告げる花となりました。
街路
樹がジャカランダなのは温暖な熱海だ
からこそ。
本州で群生するのはめずらし
い風景です。
ジャカランダの日本での認
知度は、海外のリゾート地への渡航者
の増加に伴って広がりつつあります。
熱海での開花は折しも傘の花開く梅
雨シーズン。
しとしとと降り続く雨に下
を向きがちな季節ですが、
熱海ではラッ
パの形をした小さな青紫色の花がブー
ケのように空を彩ります。

ATAMIジャカランダフェスティバル2017 開催
問い合わせ

観光推進室☎0557(86)6195

開催日：６月10日(土)〜25日(日)
ジャカランダライトアップ 午後6時〜９時
場 所：ジャカランダ遊歩道
(東海岸町サンビーチと国道135号の間付近)
＊期間中の土日は飲食店など設置する予定です。

第７回

ジャカランダサミットin熱海
ジャカランダを生かしたまちづくりをテーマにサミットを開催します。
「宮崎県日南市」
と
「長崎県雲仙市」
より市長をお迎えし、
熱海市長とともにパネルディスカッションを行います。

開催日時：６月10日(土)

午後2時30分〜
一般の人もご入場いただけます。

納期のお知らせ

〜短縮年金のお知らせ〜

５月31日（水）
■軽自動車税
【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

場 所：ニューフジヤホテル
入場料：無料

ID

8月1日から、老齢年金受給に必要な資格期間が25年から10
年に短縮されます。対象になる人には日本年金機構からご本人
あてに「年金請求書（短縮）」および年金の請求手続きのご案内の
送付が順次開始されています。
「年金請求書（短縮）」が届きまし
たら、年金事務所や市役所でお手続きをしてください。
問い合わせ 三島年金事務所 ☎055(973)1166
保険年金室 ☎0557(86)6260 ID 1004281
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。
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