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◆今月の主な内容◆
熱海には超高齢社会を
楽しく過ごす魅力がある ･･････････････････････ 2
こころでつながり いのちをつなぐ ････････････････ 6
学級自慢（網代小・伊豆山小・泉小・桃山小） ･･･ 10

さぁ！輝く世代へ！～Go To Shine Age～

※Shine Age…「シャイン・エイジ」と読む。輝く高齢者世代のこと。

全国的に高齢化率が上昇している現代、熱海市の高齢化率は他市と比べて
特に高く推移しています。その中で、いきいきと輝く高齢者が大勢います。
その秘密は何でしょう。今月の特集「超高齢社会を楽しく過ごす魅力」で、
ヒントを探してみませんか。
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熱海には超高齢社会を
楽しく過ごす魅力がある
〜住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで〜
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（表１）平成29年4月1日現在の高齢化率
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（図１）熱海市の高齢化率の推移
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超高齢社会への対応

昨年７月～８月にかけて実施

した「熱海市いきいき活動調

査」では、市職員が高齢者宅を

訪問し、さまざまなお話を伺い
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力・国力の課題」、「地域資源

％超」という数

味を示す人が多く見られました。

「高齢化率

の老朽化」、「人と人とのつな
がり」、「世代内格差」などが

インフラ整備が超高齢社会に追

閉じこもりや孤立化」、「社会

の関係性の変化に伴う高齢者の

おける人手不足」、「人と人と

も、「基幹産業である観光業に

高齢化先進地である熱海市で

も地域や社会に貢献している結

者が自立し、現役を退いた後で

を支えているのは、元気な高齢

字回復」など、明るいイメージ
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熱海には超高齢社会を楽しく過ごす魅力がある
特集

明るい未来を描けるよう、今後

◆友人を増やす

に活用していきます。超高齢社

◆健康を維持する

現役を退いた人でも地域活動

問：シルバー人材センター☎0557(81)9301

り明らかになったのは、自助

◆人の役に立つ

もご協力をお願いします。
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※「問：」はそれぞれの問い合わせ先です。

（自分の事は自分でする）と互
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代の皆さんも、これからの皆さんも、お待ちしています。

ていると、そこから得られる情

さあ！ 輝く世代へ！
前述の調査で訪問した際、
「高齢者」と呼ぶには抵抗があ
る、非常に若々しい人が多く見
受けられました。それらの人に
共通しているのは、心身が健康
であり、人とのつながりや社会
とのつながりを大切にし、培っ
た経験や資源をボランティア
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す。熱海市には豊かな自然環境、
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輝いてください。

量の多い人の方が生活満足度が

見やご要望などについては、引

示した表です。その結果、活動

などで外出しているか」とい

図２は、「１週間に何日間、

活動日数分布人数

高く、特に「趣味」や「ボラン

あります。もうすぐ春、何かを始めるのに適した時期がやってきます。輝く世

助（家族や地域などでの支え合

5日以上

き続き広報あたみなどを通じて

輝く世代の皆さんがもっと輝きを増すための活動が、熱海市内にはたくさん

報や刺激が自助や互助につな

3日〜4日

ティア」などをしている人が高

情報発信をするほか、各種施策

この春、始めてみませんか。

い）、日頃の活動状況が生活満

生活満足度

がっていると思われます。

74人

うことです。

76人

２日以内

74.0％
72.6％
185人

い結果となりました。

広報あたみでお知らせします。問：長寿支援室☎0557(86)6336

介護予防教室

会員を募集中です。あなたの技術を生かしませんか。

シルバー人材センター

66.2％

足度の向上に関連しているとい

年数回開催します。問：図書館☎0557(86)6591

図書館講座

各地区で行われています。問：社会福祉協議会☎0557(86)6340

サロン活動

広報あたみでお知らせします。問：中央公民館☎0557(86)6578

市民教室

隣のページ（５ページ）をご覧ください。
市民大学

（図2）１週間の活動日数と生活満足度
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平成30年度

市民大学 受講生募集

中央公民館では、平成30年度「市民大学」として下記の５講座を開講します。
市内に居所がある人、または在勤・在学者であればどなたでも受講できますので、ぜひお申し込みください。
なお、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。
【申込方法】
①直接 生涯学習課（第３庁舎１階）にある申込書に記入し提出してください。
②郵送・ＦＡＸ 申込書を送りますのでお問合せください。市のホームページからもダウンロードできます。
③メール 申込書を添付してお申し込みください。
【申込期間】４月10日(火)までの平日午前９時～午後５時
【定員】各講座とも50人 【場所】いきいきプラザ ６階視聴覚室 【時間】午後１時30分～３時終了予定
【受講料】年間4,000円（各講座の初回にお支払いください）
【問い合わせ先】生涯学習課（中央公民館）☎0557(86)6578 FAX：0557(86)6606
E-Mail：kominkan@city.atami.shizuoka.jp ID 1004900
※受講希望者が多数の場合は抽選となります。結果につきましては、応募者全員にハガキで通知します。

1 熱海の「今」を知る
熱海は観光地であり、私たちの住むまちでもあります。そして「今」変わろうとしています。もっと熱
海を知ろう、という狙いで現状をさまざまな面から取り上げます。テーマごとに講師がかわる講座です。
【講 師】熱海市長、教育長、二宮さよ子氏（女優）、野澤和弘氏（毎日新聞論説委員）、市来広一郎氏
（NPO法人アタミスタ代表）、市職員（「ADさんいらっしゃい」担当、ごみ問題担当、保健師）
【実施日】5/23 6/27 7/25 9/26 10/24 11/28 1/23 2/27 各日とも水曜日

2 アジアを学ぶ～併せて時事解説～
中国・朝鮮半島・東南アジアを対象に、それらの国々の現状と歴史を学び、日本が共存共栄するための
課題について考えます。毎回講座では、直近のニュースから問題を選び、元外交官の視点で解説していき
ます。
【講 師】橋本逸男氏（元外交官）
【実施日】5/10 6/14 7/12 9/6 10/11 11/8 1/10 2/14 各日とも木曜日

3 歌謡史再考
歌謡曲は、日本語の醸す詩情を歌詞に、西洋伝来の楽器による曲想を見事に融合開花させた日本特有の
音楽文化です。年代ごとに刻みこまれた名曲の数々を、作詞家・作曲家を軸に、取材と研究をもとに語り
ます。
【講 師】林家たけ平氏（落語家）
【実施日】5/24 6/21 7/19 9/13 10/18 11/29 1/31 2/21 各日とも木曜日

4 「古事記」の神話を楽しむ
神話は、古代日本の歴史や社会・思想を反映しています。古事記に、神話伝承の面白さを味わいなが
ら、古代の社会や歴史に対する理解を深め、古代を生きた人々の暮らしや心の有り様に日本人の思考と感
覚の原型を読み取ります。講師は古事記研究の第一人者です。
【講 師】菅野雅雄氏（古事記学会理事・文学博士）
【実施日】5/11 6/8 7/13 9/14 10/12 11/9 1/11 2/8 各日とも金曜日

５ 海外旅行を楽しもう
海外旅行は人生を楽しく豊かにします。年齢に相応しい旅行先の選び方、旅先での心得などを考えま
す。講義ではヨーロッパとアフリカ各地の世界遺産をとりあげ、映像で旅の醍醐味を味わいながら、皆さ
んの旅の計画や準備のために、講師の豊かな経験に基づく助言を頂きます。
【講 師】小倉尭義氏（海外旅行研究家）
【実施日】5/25 6/22 7/27 9/28 10/26 11/30 1/25 2/22 各日とも金曜日

※実施日・会場は、都合により変更になる場合があります
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ていくこととなります。自殺と
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万人あたりの自殺者数」です。

「自殺死亡率」とは、「人口

率」について見ていきましょう。

次に、熱海市の「自殺死亡

ということです。

きく変えてしまう可能性がある

影響を与え、その後の人生を大

は周囲の人たちに深刻な心理的
て考えましょう。

熱海市の自殺死亡率
全国・県平均を大きく上回る
我が国の自殺者数は、平成
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２人、全国は
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・３人、静岡県
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楽観できる状態ではないといえ
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県をいずれも大きく上回る結果
年までの自殺者数は、合

現状はどうでしょう。平成
から

24
人。年間では約９人もの

海市でも大きな社会問題となっ

このように、「自殺」は、熱

「人口動態統計」）。

では、私たちが住む熱海市の

は
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となっています（厚生労働省

ます。

19
年
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すが、いまだに２万人を超え、

を超える状態が続いていました。

つまり、「自殺死亡率」が高い

10

ことを表します。

年以降、
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みんなで守るために自殺につい

ます。

自ら命を絶っていることになり

60

の自殺者数です。１日あたりに
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その後は減少傾向が続いていま

14

尊い命が失われているのです。

計で

45 28

こころ でつながり
い の ち をつなぐ
手をとりあって明日 へつなぐ

﹁いのち支える︑よりよい熱海﹂を目指して

１歳の孫を優しく見つめるおじいちゃん。命はこうして、親から子、子から孫へとつながっていく。
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ています。この現実を大変重く

でした。なお、他市（小都市）

のない社会の実現を目指した取

誰も自殺に追い込まれること

なれるような体制作りのほか、

口が「生きる支援」の入り口に

につないでいきましょう。「つ

など、必要な支援者や相談機関

の「こころの電話」を活用する

抱え込まないでください。下記

しかし、あなた自身も一人で

□安全や健康が保てない

ことが重要です。
「自殺したい」と打ち明けた
てくれるはず」という必死な思

・５％で

での「そう思う」は
自殺対策は、自殺を考えてい

いで打ち明けています。相手の

人は、「この人ならきっと聴い

る人が生きる道を選べるように

言葉にじっくり耳を傾け、辛い
気持ちを十分に語ってもらうこ
とが大切です。
また、「生きてほしい」とい
う気持ちを伝え、一緒に考える

り組みなどを盛り込む予定です。

なぐ」ということも大変重要な

姿勢がとても大切です。

自殺対策に取り組むということ

役割です。
人と人が心でつながり、命を
つないでいく。「あの時、死な
なくてよかった」「熱海に住
る「いのち支える、よりよい熱

んで本当によかった」と思え
自殺を考えている人は、下記

あなたの力で救える命

ながっていきます。

は、「地域・社会づくり」につ

計画には市のあらゆる相談窓

めどに策定予定です。

市自殺対策計画」を今年度末を

熱海市では、「（仮称）熱海

から始まります。

「生きる支援」をしていくこと

した。

受け止め、遺族への支援も含め
て、皆で支えあうことが大切で
す。

月に「自

人口 万人あたり

熱海市の自殺対策
熱海市では、昨年

殺対策に関する意識調査」を実

海」を目指して、住みよい社会

長寿総務室
☎０５５７ ( ６)３２１

問い合わせ

をみんなで築いていきましょう。

か条」のよう

の「自殺予防の

なサインを発しているといわれ

施しました。その結果の一部を
紹介します。「自殺する人は、

私たちは、悩みを抱える人が

ています。

持ちが揺れ動いていると思う」

危機的な状況を招く前に、その

直前まで実行するかやめるか気
という設問に対し、「そう思

１００５２３１

□重症の身体の病気にかかる

34

人が発しているサインに気づく

□自殺を口にする

全国
静岡県
熱海市

（年）
H28
H27
H26

％

・

□本人にとって価値のあるものを失う

（祝日・年末年始を除く）
平日午後５時以降と土日祝日は「いのちの電話」
（浜松・静岡）に自動転送されます。

□職場や家庭でサポートが得られない

月曜日～金曜日 午前８時30分〜午後５時

□仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う

☎055( 9 2 2 )5 5 6 2

□酒量が増す

こころの電話

□原因不明の身体の不調が続く

「もしも」の時の緊急電話窓口

自殺のサイン（自殺予防の10か条）

次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険度が高まっています。

ひとりで悩まないで
相談しましょう

18

3

□自殺未遂に及ぶ

7

15.8
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う」と回答した市民は

ID

10

17.8

10

H25
H24
10.0

18.5

17.2
16.8
19.5
21
20.7

20.7
20.3
25.3

28.6

11

40.0

28.2

20.0

自殺死亡率の推移
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□うつ病の症状（気分が沈む、意欲の低下、不眠、食欲不振など）

看板一つでまちは変わる！

交通の妨げになります。市で

ると美観を損ねるだけでなく、

な看板ですが、無秩序に氾濫す

お店や、観光客にとって便利

いします。

場合には、速やかに是正をお願

ています。指導の対象となった

対象路線とし、是正指導を行っ

１３５号、県道、市道の一部を

知っていますか？屋外広告物について

は、これらを防ぐために「熱海
市屋外広告物条例」というルー
２０２０年東京オリンピッ

まな種類があり、常時または一

看板や、はり紙などのさまざ

○屋外広告物って何？

ク・パラリンピックの開催に伴

定の期間継続して、屋外で公衆

ルを設けています。

い、伊豆半島にも多くの観光客

に表示される広告物をいいます。
○熱海市屋外広告物条例

が訪れることが想定されます。
美しい景観形成に向け、道路
沿いの屋外広告物の大きさや色

を考慮し、市では、熱海市屋外

強化されました。県との連続性

の規制内容が伊豆半島を中心に

月より、静岡県屋外広告物条例

かで、広告物の色彩や大きさ、

ルールを定めています。そのな

ため、屋外広告物法に基づき、

よび公衆に対する危害の防止の

景観形成または、風致の維持お

屋外広告物について、良好な

広告物条例に基づき、現在まで

規制地域を定め、地域により掲

年

に無許可、更新手続きをしてい

出できるものを制限していま

彩が調和するよう、平成

ない沿道の建物や野立ての屋外

す。（規制地域図）

11

広告物の広告主に対し、国道

29

※これらは全て屋外広告物です

問い合わせ
都市計画室
☎0557(86)6383

ID 1001393

○許可手続きについて

美しい景観やまち並みを保つ

ために、許可基準により規制し

ています。屋外広告物を設置す

る場合は、事前に相談のうえ、

熱海市長の許可が必要です。

【手続きの流れ】

談

相

前

事

許可申請不要

不許可

査

許可申請

審

許可・審査手数料入金
（現金、郵便小為替
等による納入）

可

期

間

満

了

設置者・管理者の変更の届

広告物の変更・改造の届

広告物設置工事・表示

許

更新申請

除
去
届
（許可期間更新
しない場合）

8
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×
第２種特別規制地域 ※○

○

○

×

※○

○

○

○
千歳川沿岸規制地域

※○

○

○

○

○

○

○安全点検について
屋外広告物は、雨や風など、

その他の熱海地区
規制地域

○

日々厳しい環境にさらされてい
ます。見た目はきれいな看板で

○

※○

も、内部は、劣化や腐食が進

○

一般規制地域

み、落下や倒壊などの事故を招

○

普通規制
地域

く恐れがあります。万が一、事

※○
千歳川沿岸規制地域

故が発生した場合には、賠償責

起雲閣周辺広告
景観形成地区
熱海地区規制地域

道標・
事務所、営業所等当た
一般
案内図
りの表示面積の合計
広告物
板等
５㎡ 10㎡ 20㎡ 20㎡
以内 以内 以内 超
規制地域区分

任を問われることもあります。

×
第２種特別規制地域

会社やお店の信頼を守るために

×
熱海地区規制地域

○景観計画・景観地区について

市では、景観法に基づく景観

年５月に施行しまし

計画を静岡県内で初めて策定

し、平成

た。これにより、市全域を対象

に、使用できる色彩の範囲など

景観形成のルールを設けていま

す。一定の規模を超える建築物

や工作物の新設、色の塗り替え

などの行為を行う場合には、届

け出が必要です。

特に、東海岸町については、

「景観地区」に指定していま

す。そのため、全ての建築物や

工作物の新設、色の塗り替えな

どの行為について、市長への認

定申請（許可）や届け出が必要

です。

○行為着手について

原則、認定申請の場合は認定

日後で

書の交付後、届け出の場合は届

け出を受理した日から

皆さんのご理解とご協力をお

事前にご相談ください。

象の行為を行う場合には、必ず

ができません。なお、届け出対

なければ、行為に着手すること

30

○

初島地区

○
第１種特別規制地域

※○

南熱海地区

○
熱海地区

東海岸町広告
景観形成地区

一般規制地域

第１種特別規制地域 ※○

特別規制
地域
凡例

も、早期発見、早期対応、目視

自家広告物
伊豆山地区

19

願いします。

9

【掲出の可否及び許可申請の要否】
泉地区

による日常的なセルフチェック
が不可欠です。

パトロールの様子

○＝掲出可、許可申請必要
※○＝掲出可、許可申請不要
×＝掲出不可

【規制地域図】

市内の小学校 5 年生を紹介する人気コーナー

網代小学校

５年１組

７人

と

だ

担任：戸田

ゆ

み

こ

由美子

先生

伊豆山小学校

５年１組

人

14

みやざき

担任：宮﨑

ゆうすけ

勇介

先生

10
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泉小学校

５年１組

５人

すず き

担任：鈴木

まさひろ

昌宏

先生

桃山小学校

５年１組

５人

くにはら

担任：國原

のぶひろ

伸弘

先生

11

普通救命受講者の募集

市 臨 時 職 員 募 集

消防署救急係☎0557(86)6631

人事研修室☎0557(86)6037

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処置を
行えるように丁寧に指導しますの
で、ぜひご参加ください。
講習日：３月11日(日)
場所：南熱海支所２階会議室
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：30人（先着）
申込期間：２月18日(日)～
３月４日(日)
※詳細は、熱海市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。

市では、臨時職員の採用を登録制としており、市の業務に必要が
生じた場合に登録者の中から条件に合う人を選考し、採用していま
す。登録は随時行っています。
応募資格：特になし（年齢の上限なし、職種により資格・免許など
が必要な場合があり。）
職種：
職

種

内

ID 1005228

成年後見制度とは、判断能力が
十分でない人の財産や権利を守る
ための制度です。あなたやあなた
の家族が判断能力の低下で、日常
生活のさまざまな選択ができなく
なったときのために成年後見制度
について理解を深めてみませんか。
日時：３月15日(木)
午後１時30分～
場所：起雲閣音楽サロン
講演・講師：
１部 講談で学ぶ後見制度
講談師 神田織音氏
２部 後見制度における市民の役割
社会福祉協議会職員
参加費：無料 参加申込：電話

口

金

市役所の各部署におけるパソコン 日額6,800円
操作、窓口業務などの事務補助
別途交通費支給

その他作業員

鳥獣害防止対策に係る業務など

日額7,400円
別途交通費支給

勤務場所：市役所または出先機関（熱海市内）
勤務時間：午前８時30分～午後５時15分までの７時間45分(原則）
雇用期間：６カ月（原則）※契約更新の場合あり
そ の 他：(1) 社会保険・雇用保険加入 (2) 年次有給休暇などあり

自

衛

官

募

集

【一般幹部候補生】
将来自衛隊の中枢を担うことを期待されたコースです。陸・海・
空自衛隊の幹部候補生学校に入校し、１年後幹部に昇任、部隊にお
いて各職域の専門的リーダーとして活躍します。文系および理工科
系から進む通常のコース、パイロットコース、理工科系から進む技
術要員コース、医科・歯科・薬剤科系から進む医官コースにわかれ
ています。
【一般曹候補生】
各部隊の中核となる陸・海・空曹自衛官を養成するコースです。
自衛隊の約71種類からなるいずれかの仕事につき、３曹昇任後４年
で、部内選抜の幹部候補生への受験資格が得られます。
資格：平成30年４月１日現在、一般幹部候補生は22歳以上26歳未満
の大学卒業または見込みの人、一般曹候補生は18歳以上27歳
未満の人
申込期間：３月１日(木)～５月１日(火)
試験日：一般幹部候補生は、５月12日(土)（飛行は５月12日(土)・
13日(日)の両日）、一般曹候補生は５月26日(土)
★自衛官候補生（男子）については、年間を通じて受付しています。
詳細は 静岡地本

12月末の人口
男
女

賃

自衛隊伊東地域事務所☎0557(37)9632

熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339

人

容

一般事務

成年後見制度講演会の開催

統計情報

ID 1001638

37,510 人
16,968 人
20,542 人

世帯数 21,506 世帯
人口前月比 13 人減

検索

12月のごみ量
可燃ごみ 約1,701
その他 約 382
合 計 約2,083
対前年比
99.8

㌧
㌧
㌧
％

人口1人1日排出量
熱海市
約 1,792 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
子どもスポーツ体験教室

不動産の相続登記について
静岡地方法務局沼津支局
☎055(923)1201（内線２）

近年、相続登記が未了のまま放
置されることにより、いわゆる所
有者不明土地問題や空き家問題が
大きな社会問題となっています。
自分の権利を大切にし、次世代
の子どもたちのために未来につな
ぐ相続登記をしましょう。
静岡県司法書士会☎054(289)3704
（平日午後２時～５時）
静岡県土地家屋調査士会
☎054(282)0910（平日午前９時
～午後４時30分）

家庭教育講演会の開催
社会教育室☎0557(86)6572
ID 1005227

家庭教育を支援するために講演
会を開催します。
家庭教育に関心をお持ちの人で
あればどなたでも受講することが
できます。
日時：３月17日(土)
午後１時30分～３時30分
場所：いきいきプラザ７階
講演：子どもの心を育てる「ひと
こと探し」～心のエネルギーを補
給するために～
講師：菅野純氏（早稲田大学名
誉教授・心の基礎教育を学ぶ会会
長）
参加費：無料
定員：100人（先着順）
※参加希望の人は、電話でお申し
込みください。

スポーツ推進室☎0557(86)6604

ジェネリック医薬品差額通知
について

ID 1005179

保険年金室☎0557(86)6268

市内のスポーツ少年団が集結し、
さまざまなスポーツが無料で体験
できます。お子さんに何かスポー
ツを経験させたいと考えている人
は、お子さんと一緒にぜひご参加
ください。
日時：２月25日(日)・３月４日(日)
午前９時30分～正午
場所：小山臨海公園（南熱海マリ
ンホール・多目的広場）
対象：幼稚園・保育園の年長～小
学校３年生（保護者同伴）
参加費：無料
体験種目：剣道、野球、サッカー、
躰道、水泳（説明のみ）、柔道、
空手、バスケット、バレー、陸上、
ボクシング(日によって種目が異
なります。)
申込方法：申込用紙（幼・保育園、
小学校に配布済。ホームページ掲
載）にて、郵送またはFAX

出張年金相談の開催
保険年金室☎0557(86)6261
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手続き
などありましたらご利用ください。
なお、利用の際は事前の予約
（３月１日から開始）が必要です。
日時：４月10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
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

13

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３月中
旬ごろ発送します。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
をご使用いただくことで、ご自身
や熱海市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
変更を希望される場合は、医師・
薬剤師にご相談ください。

消費生活講演会の開催
市民協働推進室☎0557(86)6197
ID 1001222

市では消費生活に必要な知識の
向上を図るため消費生活講演会を
開催します。普段何気なく行なっ
ている商品の購入や契約について
トラブル事例や正しい行動をしっ
かりと解説します！
日時：３月１日(木)
午後１時30分～
場所：いきいきプラザ７階
講演：今日の消費者トラブルと消
費者としての行動～お買い物が、
未来を変える～
講師：静岡県で新たに配置される
消費者教育講師人材バンクに登録
する講師
参加費：無料 参加申込：不要

し
報

ま

た

広

担

当

齊藤

尾崎紅葉生誕１５０周年記念

熱海市長

栄

さる１月 日、尾崎紅葉先生の生誕
１５０周年記念式典が起雲閣で行われま
した。先生のご遺族のご出席のもと、熱
海芸妓による「金色夜叉」貫一とお宮の
別れの場面の寸劇、そして熱海出身の女
優二宮さよ子さんと有志の皆さんによる
別れのシーンの群読が披露され、それぞ
れが格調高く、大きな感動を呼んでいま
した。
先生は明治 年から 年にかけて「金
色夜叉」を新聞に連載しました。この物
語に出てくる熱海海岸での二人の別れの
場面が大きな話題となり、熱海の名が全
国に知られることになったのです。
当時の時代背景として、明治 年に今
の熱海市役所の敷地内に御用邸がつくら
れ、また、この頃から政治家、実業家、
文人墨客といったいわばセレブがこぞっ
て熱海に別荘を持ち始めたことがあげら
れます。さらに明治 年に熱海・小田原
間で人車鉄道（人力で動かす鉄道）が開
通し、熱海の鉄道網が整備され始めまし
た。
金色夜叉の連載が開始してから、約
１２０年の月日が流れました。現在、街
中には多くの旅館・ホテルが立ち並び、
熱海駅には新幹線が通り、近代的な駅ビ
ルが完成しました。もし、尾崎紅葉先生
が今日の熱海を見たらどう感じるので
しょうか？「温泉観光地として大きく発
展した」と喜ばれるのか、それとも「か
つての街の落ち着きや趣きを忘れないで
ほしい」と思われるのか、記念式典を終
え、私はそんなことを考えました。

21
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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

119

35

29

市内各所を取
１月７日、ＭＯＡ美術館能楽堂にて、成人式が開催
されました。
式典には、多くの晴れ着姿の新成人たちが出席し、
笑顔で門出を祝いました。

晴れ姿、笑顔満開！

17

30

し

材
が

者

生誕150周年を祝して

１月17日、起雲閣にて尾崎紅葉生
誕150周年記念尾崎紅葉祭が開催さ
れました。
会場は多くの人たちで溢れ、金色
夜叉の寸劇や熱海市出身の女優二宮
さよ子さんと市民有志たちによる語
りイベントを楽しみました。

寒さに負けず！万歳！

１月７日、新春恒例行事となっている寒中水泳が、
熱海サンビーチにて開催されました。
大勢の皆さんが冷たい海の中に入り込み、成人の日
を祝って元気に万歳三唱をしました。

3 月 March
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
健 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
公 公証人相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00

■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 ～ 16:00

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
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

15

1 ㈭

法

2 ㈮

心

施設休業日
熱海梅園梅まつり（熱海梅園）※４日まで
●親子でちょこっと英会話（図書館）10：00～10：30
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）13：00～14：00

3 ㈯

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

4 ㈰

●朗読会（図書館）13：30～14：30

5 ㈪

6 ㈫

公

7 ㈬

行

8 ㈭

法

9 ㈮
10 ㈯
11 ㈰
12 ㈪

マ

図
プ

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
●熱海子育て支援センター「おたのしみ会」
（栄光熱海中央保育園）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
起

●南熱海子育て支援センター「リズム遊びと子育て講演会」
（多賀保育園）10：00～11：00
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00～14：00

マ

南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）10：00～15：00 ※11日まで
日曜朝市（渚小公園）7：00～10：00
消人
知

図
プ

交

起
釣

13 ㈫
14 ㈬

●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

15 ㈭

3 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
スルガケアサービス
7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㈭

各種相談日

マ

16 ㈮
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

17 ㈯
18 ㈰
19 ㈪

消

20 ㈫

建

21 ㈬
22 ㈭

法

図
プ

◆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～
●よみきかせ（南熱海マリンホール）11：00～11：30
春分の日

図
マ

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

23 ㈮
24 ㈯

日曜朝市（渚小公園）7：00～10：00
海辺のあたみマルシェ（親水公園）10：00〜16：00

25 ㈰
26 ㈪
27
28
29
30
31

図
プ

消人
障何

㈫
㈬
㈭
㈮
㈯

起

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。

花火大会日程

熱海海上花火大会
春

20:20～20:45

打ち上げ場所：熱海港
観覧場所：海岸線一帯など
※雨天決行

４月14日(土) ５月27日(日)
４月22日(日) ６月 ３ 日(日)
５月12日(土) ６月17日(日)

夏

20:20～20:50
７月27日(金)
７月31日(火)
８月 ５ 日(日)
８月 ８ 日(水)
８月19日(日)
８月24日(金)
８月30日(木)

秋

初島
７月１日(日)

20：00～20:15

伊豆湯河原
７月28日(土)

20:20～21:00

伊豆山
８月20日(月)
８月21日(火)
８月22日(水)

20:20～20:45
９月17日(月祝)

20:45～21:00
20:45～21:00
20:45～21:00

伊豆多賀
冬

８月12日(日)

20:20～20:45

20:20～20:40

網代

12月 ９ 日(日)
12月16日(日)

８月16日(木)

※開催時間などは、主催者や天候などの都合により変更になる場合があります。
問い合わせ
駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

20:30～20:50

観光推進室☎0557(86)6195

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

２月28日（水）
■固定資産税・都市計画税
第４期
■国民健康保険税
第８期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第６期
【介護保険室】☎0557(86)6282
■後期高齢者医療保険料
第７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
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