広報あたみ No.733 3月9日発行
◆今月の主な内容◆
熱海市スポーツ少年団の活動に参加しませんか？ ･･･２
平成30年度《春季》市民教室 ････････････････････４
第29回市民アンケート調査結果報告 ･･････････････６

相手のマークを突破せよ！
２月18日、姫の沢公園スポーツ広場で熱海市スポーツ祭サッカー大会が
行われ、各校の小学生が熱戦を繰り広げました。
今月号の特集では、熱海市スポーツ少年団を紹介しています。興味のある
スポーツがある場合は、見学から始めてみてはいかがでしょうか。
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
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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１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。
たいどう

熱海市躰道
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30分～正午
練習場所：南熱海マリンホール武道場
会
費：月会費2,500円、入会金3,000円
月後援会費3,000円（一家庭）
募集対象：市内全域・幼児以上

伊豆山剣道学園
剣道

連絡先

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2,000円（兄弟割引有）
入会費3,000円
募集対象：市内全域・幼児以上

熱海剣道十心会
桜ヶ丘ス イ ミ ン グ ク ラ ブ
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3,500円、保険料年間1,000円
募集対象：市内全域・小学生〜高校生

えいりゅうじゅく

泳 龍 塾
水泳

連絡先

上野☎090(3304)5043

練習日時：日・午前11時30分～12時30分
練習場所：第二小学校室内プール
会
費：月会費1,000円（週1回練習）
入会費3,000円（保険料などを含む）
募集対象：市内全域・小学生

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2,000円、入会金無し
募集対象：市内全域・小学生以上

極真会館山口道場
空手

連絡先

吉田☎090(7691)4002

練習日時：月火・午後７時30分～９時
土・午後６時45分～８時15分
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5,000円、入会金5,000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

今泉道場
Boxi ng S c h o o l F I S T
ボクシング

連絡先

多田☎080(4523)5015

練習日時：火木金・午後７時～８時30分
練習場所：伊豆山神社前ゴンゲンハイツ１Ｆ
会
費：年会費3,500円、入会金5,000円
募集対象：市内全域・小学生

柔道

連絡先

溝口☎090(5037)8294

練習日時：火木・午後６時30分～８時30分
日・午後６時～８時
練習場所：火木・熱海警察署道場
日・南熱海マリンホール
会
費：年会費2,000円、入会金1,000円
募集対象：市内全域・小学生
広報あたみ 2018.3

2

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

千葉☎090(7032)6158

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2,000円、入会金無し
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

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2,500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

網代ジュニアファイターズ
学童野球

クロ ー バ ー ズ
バレー

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2,000円
月父母会費2,000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：月水・午後７時15分～８時30分
練習場所：月・泉小中学校 水・熱海中学校
会
費：年会費3,000円、入会金無し
募集対象：市内全域・小学生
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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19,000円、入会金無し
募集対象：市内全域・小学生

アゴーラＦＣ熱海

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3,000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24,000円、入会金無し
年保護者会費6,000円（一家庭）
募集対象：市内全域・小学生

熱海 少 年 野 球 ク ラ ブ
学童野球

連絡先

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／旧小嵐中学校
会
費：月会費１～２年生3,240円
３～６年生4,320円、年会費3,000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：１〜２年生前期（６月〜９月）3,000円
後期（10月〜３月）3,000円
３〜６年生前期（６月〜９月）6,000円
後期（10月〜３月）6,000円
年父母会費1,500円（一家庭）、入会金無し
募集対象：市内全域・小学生

めるきっかけに!
ウォー

《春季 》 市 民 教 室

キング

教室

ます。何かを始めたい人、興味のある教室があれば
または在勤・在学者であればどなたでも受講できます。
■ 希望者が多数の講座は、抽選となります。また、少人数しか集まらない講座
は、開講しない場合があります。
■ ５月17日以降、お申し込みの結果をハガキで連絡します。
■ 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。
【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/Fax0557(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）
日程

曜日
時間

募集人数
対象

5/29 6/12 6/26 7/10

火

30人

7/24 8/14 8/28 9/11

19：00～
20：30

一般

教室名
講師
社交ダンス
石井猛氏

初めての手描き
バティック

6/7

6/21

7/5

7/19

木

18人

岩崎幼凱氏

8/2

8/16

9/6

9/20

10：00～
12：00

一般

未来実現塾
選んだ色で
自分を知ろう
加山ユウ氏
茶道を楽しむ
早見いづみ氏

5/30 6/13 6/27 7/11

田中レーヌ氏

Let's
enjoy English
金崎桐子氏

12人

8/8

8/22

9/5

6/4

7/2

8/6

9/3

月

８人

10/1 11/5 12/3

1/7

10：00～
12：00

一般

7/1

8/19

9/2

学習内容など
ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャチャチャ・ジル
バ・マンボその他。踊ることにより筋力を高
め、日常のストレスを解消します。講師はダン
ス講師歴40年、競技歴35年です。
バティックとは、ろうけつ染めのことです。
絵を描くのは苦手でも、予想外の美しい絵の
仕上がりを楽しむことができます。マレーシ
ア・ペナンで5年間講師の経験があります。

茶道の基礎を学びたい人、もう一度やりた
い人、お茶を楽しみましょう。慌しい日常
に落ち着いた時間を取り入れます。講師は
裏千家茶道準教授です。

年齢に関係なくきれいに歩きたい人なら何
歳からでも誰でも楽しく参加できます。正
しい歩き方を通じて自信をもち、心身を健
14：00～ 小学5年生 康 に し ま す 。 講 師 は 元 パ リ コ レ モ デ ル で
9/16
15：30
以上
ウォーキング教室を開催しています。

7/22

日

7/11 7/18 7/25 8/22

水

8/5

6/17

民館

選んだ色彩から自分の本音を知り、ぶれな
い自分軸への行動を促し、進路決定に役立
てます。講師はアドバンスカラーセラピー
19：00～
15歳以上 本部公認ティーチャーです。
20：30
水

7/25

6/3
きれいに歩く、
魅せるウォーキング

中央公

①10：00
～10：45
9/12 9/19 9/26 10/10
②11：00
～11：45

15人

１歳歩き始めから３歳までの子どもと保護
者を対象に、英語で歌、ダンスを行う親子
①、② で初めての英語の時間。ママたちの情報交
とも15組 換、リフレッシュの場を目指します。講師
は公立中学校で20年英語指導を経験してい
ます。
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教室

なにかを始

バンド

ョン
カッシ

パー

平 成30年度《
各地区の公民館でそれぞれ楽しい教室を開催してい
お気軽にお申し込みください。市内に居所のある人、
【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お問い合わせください。
申込書は熱海市ホームページ（ ID 1004339）からもダウンロードできます。
③メール 申込書を添付し、問い合わせのアドレスへメールしてください。

【申込締切】５月10日(木)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、教材代などがかかる場合があります。

館

泉公民

教室名
講師

日程
7/5

7/19

木

20人

8/16 8/30

9/6

9/20

10：30～
12：00

一般

6/10 6/24
パーカッション
バンドやりませんか

7/8

7/22

日

15人

14：00～
15：30

小学生
以上

図師勝貴氏

成瀬紀子氏

8/12 8/26 9/16 9/30

フレッシュ３Ｂ
体操

6/11 6/25

7/9

7/23

月

20人

本多幸代氏

8/13 8/27

9/3

9/10

10：30～
12：00

一般

曜日
時間

募集人数
対象

教室名
講師
俳句を楽しもう
唐沢静男氏

卓球で活き活き
深澤俊治氏

寸劇をやってみよう
山縣博朋氏
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募集人数
対象

6/21

Let's オカリナ

6/7

曜日
時間

日程
6/1

6/15

7/6

7/27

金

15人

8/3

8/24

9/7

9/21

13：00～
15：00

一般

6/3

6/10 6/17 6/24

日

15人

7/1

7/8

7/15 7/29

13：00～
15：00

小学生
以上

6/7

6/21

7/5

7/26

木

10人

8/2

8/23

9/6

9/20

13：00～
15：00

一般

学習内容など
オカリナは演奏が易しく、哀愁に満ちた音
色、やってみたい楽器のなかの１つといわれ
てます。オカリナの音色を熱海でも響かせ
ましょう！オカリナ・譜面台のない人は貸
出します。（保証金あり）
パーカッションとは打楽器のことです。音
楽の知識不要で、練習を通して、音を出す
楽しさと、皆で合奏する楽しさを体験しま
す。珍しい打楽器に触れるチャンスです。
講師は日本打楽器協会会員です。
３B体操とは３つの用具の頭文字です。ボール
でバランス、ベルで関節域を広げ、ベルターで
美しい姿勢作りなど、仲間と楽しく長く続けら
れます。用具は講師が用意します。

学習内容など

網代公

民館

俳句を楽しみ、お互い腕を磨いていきま
す。初心者、多少の経験者共に歓迎。後半
は句会も開催します。講師は俳誌「春耕」
「銀漢」同人、(社)俳人協会会員です。
年齢に関らず日々の努力で誰もが上達する卓
球で体も頭も活性化！卓球マシーンを使って
練習します。お子さん連れも歓迎です。
題材をもとに、グループ別に会話を主とし
た寸劇を作り、発表しあう、楽しい演劇の
集いを目指します。講師は劇団山縣家で20
年の上演実績があります。

9回

第2

市民アンケート調査結果報告
問い合わせ

市民協働推進室☎0557(86)6201
ID 1005242

市民の皆さんの生活実感や市政に対するご意見・ご要望などをお聞きして、行政を進めるうえでの参考資
料とするため、平成元年から毎年「市民アンケート」を実施しています。
今年度もアンケートへご協力いただき、ありがとうございました。今回は、その結果の中から抜粋したも
のをお知らせします。
基本設計 市内にお住まいの20歳以上の人を、男女別、年代別、地域別に分けて、無作為に2,000人を抽
出。８月１日から９月14日にかけて実施。
回答件数 800件
※詳しい調査結果は、市ホームページおよび市民協働推進室でご覧いただけます。
【生活実感について】
日常感じている生活実感について、項目ごとの「満足度」という形でお尋ねしました。
環

境

衛

生

交通の便利さ
安

全

性

公共施設の充足度
物

価

保 健 ・ 医 療
地域での人との関わり
生

活

全

般
0%

満足

10%

やや満足

20%

30%

40%

どちらでもない

50%

やや不満

60%
不満

70%

80%

90%

100%

無回答

「満足」と「やや満足」を合わせた満足度は、１番高い環境衛生に関しては61.9％となっていますが、１
番低い物価に関しては７.９％と項目によってばらつきがあります。生活全般については41.3％となってい
ます。

【住宅用火災警報器の設置について】
「住宅用火災警報器（自動火災報知設備を含む）」の設置状況をお尋ねしました。

設置している
一部設置している
設置していない
無回答

503人

62.9%

91人

11.4%

189人

23.6%

17人

2.1%

「住宅用火災警報器」とは、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を
知らせてくれる機器です。「設置している」、「一部設置している」を合わせた設置率は、約７割という状
況が平成23年度より続いていますが、すべての住宅の「寝室」と「寝室が２階以上の階にある場合の階段」
に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。未設置の人は一日も早い設置をお願いします。
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【口腔衛生（お口の中の状態）について】
１年１回以上定期的な歯の検診を受けているかお尋ねしました。

受けている

336人

42.0%

受けていない

448人

56.0%

16人

2.0%

無回答

受けていないと答えた人が、受けていると答えた人を上回りました。歯や口の中の健康は「噛む」「食べ
る」「話す」だけでなく、全身の健康に関連しています。定期的に歯科検診を受け、歯と歯茎の状態を把握
しましょう。今後も、歯や口の健康について広報周知に取り組んでいきます。

【食生活について】
料理を作るときに参考にするものについてお尋ねしました。【複数回答可】
テレビ番組、新聞、雑誌等の料理レシピ

47.6%

SNSの料理投稿サイト（アプリを含む）

28.8%

料理本

23.9%

参考にするものはない
料理教室に参加する
その他
0.0%

13.9%
1.5%
9.4%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

その他の回答は、「料理をしない」と答えた人が最多で、「友人・知人から教わる」などがありました。
熱海市では、「楽しい食生活が心を豊かにする」を目標に食育に取り組んでいます。料理教室などに参加
し、料理メニューの幅を広げることでより一層楽しい食生活が送れることを推進していきます。

【公民館（市民教室）について】
市民教室とは「学びや仲間と出会うきっかけづくりを目的とし、市内３公民館（中央、網代、泉）で開催さ
れている講座」であることを知っているかお尋ねしました。

知っている

370人

46.3%

知らない

401人

50.1%

29人

3.6%

無回答

市民教室の認知度は約半数でした。このほかにどのような講座に参加したいかなどをお尋ねしたので、そ
の結果を踏まえ、市民の皆さんにとって魅力的な講座の開催と周知に取り組んでいきます。
なお、春季の市民教室は、４・５ページで紹介しています。皆さんのご参加をお待ちしています。
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４月１日から、
市役所の組織が一部変わります

NE

W!

各課、室の業務内容の見直しや業務の効率性を踏まえ、４月１日から次のとおり市役所の組織
が一部変わります。 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

企画室☎0557(86)6075

１．経営企画部 総務課 （第１庁舎４階）
管財室と施設企画室は統合して公有財産などの管理に加えて、公共施設のマネジメントを併せ
て行う公共資産マネジメント室を設置します。
現行
法務文書室
総務検査室
管財室
施設企画室

統合

変更後
法務文書室
総務検査室
公共資産マネジメント室（新）

２．市民生活部 税務課 （第１庁舎１階）
市民税室と資産税室は統合して課税室を設置し、債権回収室は納税室に統合します。
現行

変更後

市民税室
資産税室

統合

課税室

納税室
債権回収室

統合

納税室

３．観光建設部 観光経済課 （第１庁舎３階）
メディアプロモーションを組織的、戦略的に行うメディアプロモーション戦略室を設置します。
現行
観光推進室

変更後
観光推進室
メディアプロモーション戦略室（新）
産業振興室
農林水産室

産業振興室
農林水産室

４．観光建設部 まちづくり課 （第１庁舎３階）
土地対策室は都市計画室に統合して、建築住宅室は住宅室と建築室に分割します。
現行
都市計画室
統合
土地対策室
建築住宅室（分割）

変更後
都市計画室
住宅室（新）
建築室（新）
広報あたみ 2018.3
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５．教育委員会事務局 生涯学習課 （第３庁舎１階）
文化施設室は文化交流室に統合して、歴史資料、文化資料などの管理、保存を行う
歴史資料管理室を設置します。
現行
社会教育室
文化交流室
文化施設室

統合

変更後
社会教育室
文化交流室
歴史資料管理室（新）

６．消防本部 消防署・消防総務課 （消防庁舎）
通信指令室を消防署から消防総務課へ移管します。
現行

変更後

消防署

通信指令室（移管） 消防署
南熱海出張所
泉分遣所

南熱海出張所
泉分遣所

消防総務課

総務室
予防室

総務室
予防室
通信指令室（移管）

消防総務課

南熱海支所・消防署南熱海出張所の改築に伴う

「南熱海支所」
施設の老朽化に伴い南熱海支所および消防署南熱海出張所の改築工事を行います。工事に
伴い、南熱海支所が工事期間中移転します。なお、今回、消防署南熱海出張所は移転しません。
名称

現在の場所

移転場所

移転場所での開始日

南熱海支所

南熱海支所

南熱海マリンホール１階

５月７日(月)

＊現南熱海支所内会議室の予約は、４月27日(金)利用分までです。 開庁時間の変更など
はありません。
＊南熱海マリンホール１階にある「なかよしルーム」は、４月13日(金)午後から２階へ移転
します。
問い合わせ 施設企画室☎0557(86)6221
ID 1001959
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あたみ桜の前でパシャリ

１月20日から２月11日までの期間中、糸川遊歩道にて糸川
桜まつりが開催されました。連日、多くの人が訪れ、桜を背
景に自撮りをする姿も多く見受けられました。皆さんの笑顔
がとても印象的でした！

感謝の気持ちを忘れない！

２月５日、小学校新入生に市からクレヨンを贈る贈呈式が
行われました。入学児童を代表し小嵐保育園児５人が、市長
からクレヨンを手渡されると「ありがとうございます」と大
きな声でお礼を言い元気に受け取りました。

熱海で別府温泉を楽しむ

２月15日、熱海市と姉妹都市である別府市が、熊本・大分地震の復興支援のお礼にと全国を
巡っている「別府温泉の恩返し」として熱海市を訪れ、熱海駅前足湯「家康の湯」に別府温泉を
届けてくれました。足湯に入った人たちは「熱海で、別府温泉も熱海温泉も楽しめる」と喜んで
いました。（左写真：お湯を注ぐ別府市の猪又副市長（左）と熱海市長（右））
広報あたみ 2018.3
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健康と景品をゲットしよう！

健幸チャレンジ
始まります！

健幸チャレンジとは、運動をしたり、減塩をしたり、健診を受けるなどの活動をする
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。
問い合わせ

申込方法

ポイントの
貯め方・交換

長寿支援室☎0557(86)6336 ID 1001114

健幸チャレンジの申し込み期間は４月２日から12月28日までです。熱海市に住所がある40歳
以上の人ならどなたでもお申し込みいただけます。
お申し込みは長寿支援室、健康づくり室、南熱海支所、泉支所にて受け付けています。専用の
記録帳を手に入れたらチャレンジスタートです。
活動の種類によってもらえるポイントが異なります。合計で100ポイントもしくは200ポイン
ト貯めると景品と交換することができます。
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、ラジオ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。
ポイントは、自己申告制で記録帳に活動した日付を記入するだけなので手軽に続けられます。
ポイントが貯まったら、長寿支援室窓口のほか、南熱海支所・泉支所でも景品の交換が可能です。
景品の交換は平成31年3月29日までです。ポイントの貯まった記録帳を持ってお越しください。

景品の種類

○歩数計
○塩分計
○エクササイズボール
○市内日帰り温泉利用券
など
200ポイントでの交換がお勧めです。他にも数多くの景品を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。

梅サミット

23

13

齊藤市長 本音トーク

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！

栄

11

in

齊藤

19

熱海市長
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みなべ町

「第 回全国梅サミット」が、２月に
和歌山県みなべ町で行われました。ちな
みに、みなべ町は南高梅の梅干しの産地
として大変有名です。
全国梅サミットは平成８年に熱海市で
初めて開催され、現在 市町が加盟して
います。私が市長に就任して最初に参加
したのが平成 年のみなべ町でのサミッ
トでしたが、その後のみなべ町の取り組
みには大きなものがありました。その一
つは、梅の効能についての研究です。梅
干しは体に良いということが言われます
が、胃がん、糖尿病、そしてダイエット
にも効果があることが県立医科大学の先
生から報告されました。このような梅の
効能を明らかにすることにより、梅の消
費増につなげようとしています。
一方、熱海市の取り組みにも大きなも
のがあります。それは平成 年から３年
間にわたる梅園のリニューアル事業です。
当時の梅園は老木化が進み、かつての華
やかさに欠けていました。その後、糸川
のあたみ桜の整備も行い、街中の飲食店
に梅園の観光客が流れるようさまざまな
取り組みをしました。私はこのサミット
で、今では梅やあたみ桜の開花の時期に
は、多くの来遊客に市内を回遊いただけ
るようになったことを発言しました。
年ほど前と変わらない点もあります。
前回そして今回も、みなべ町の地元の皆
さんが梅を使った手作りの料理で我々を
もてなしてくれました。「前回、齊藤市
長さんと一緒に写真を撮りました」と私
を覚えていてくれた地元の方が声をかけ
てくれました。本当に嬉しかったです。
10
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膝痛・腰痛を楽にする教室

くらしのミニミニ情報

長寿支援室☎0557(86)6336
ID 1004190

2017年消費生活ニュース！

１. 「お試し」のつもりが「定期購入」に！
１回だけのつもりで健康食品や化粧品の購入手続きをしたが、い
つのまにか定期購入になってしまっていた。お試し価格の料金分し
か払いたくないが、事業者としてはお試し価格の料金は定期購入の
契約が条件であり、広告などの注意事項にも記載している。途中解
約の場合、キャンセル料以外に発送済みの商品代金や送料なども支
払ってほしいとの主張で、多数のトラブルが発生しました。
購入前に契約内容や解約条件をしっかりと確認しましょう。

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：４月19日、26日、５月10
日、17日、24日、31日（いずれ
も木曜日）
午前10時〜11時30分
場所：福祉センター３階大広間
対象：65歳以上で、いすや床へ
の移動がスムーズにできる人
定員：20人（申し込み多数の場
合抽選）
参加費：1,000円（全６回分）
申込期限：４月11日(水)

２. 仮想通貨の利用は慎重に！
商品の購入や送金に利用でき便利な反面、価格変動があるため、
投資目的で売買する人もいます。また、価格変動については保証し
ていないため、価値が大きく下がるなどのリスクを伴うことも理解
しましょう。
コンピューターによる自動処理のため、誤送金の取り消しができ
ません。

リズムに合わせて脳トレ体操
長寿支援室☎0557(86)6336
ID 1004190

映像や音楽に合わせて身体を動
かし、脳トレをして楽しく認知症
を予防しましょう。申し込みは不
要ですので、お気軽にご参加くだ
さい。
日時：４月９日から10月29日ま
での毎週月曜日（祝日を除く）
午後２時〜３時
場所：福祉センター２階会議室
※８月６日、13日、20日、27日、
９月３日、10日のみいきいきプ
ラザ２階
対象：65歳以上の人
参加費：１回300円（回数券も購
入可能）
持ち物：室内シューズ（いきいき
プラザでの開催日のみ）

３. インターネット通信販売のトラブルが急増！
インターネットで気に入った商品を購入手続きしたが、いつまで
待っても届かない、届いた商品が思っていたものと違うなどの相談
が多く寄せられました。返品やキャンセルをしたくても利用規約な
どに返品不可と記載されている場合もあります。
通信販売はクーリング・オフ制度対象外です。
購入前にキャンセル・返品条件、利用規約を確認しましょう。
サイト内や注文完了メールなどに不自然な日本語表現、振込口座
が個人名義など不自然な点がある場合、悪質な業者の可能性があり
ます。
−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

ID 1005201

託児ボランティア「ファイト！ママ」募集
問い合わせ：健康づくり室☎0557(86)6295

ID 1004381

赤ちゃんとお母さんが集まる教室で、赤ちゃんの見守りを行うボ
ランティアを募集します。詳細はお問い合わせください。
日時：偶数月の原則第３金曜日（年６回） 午前11時〜正午
場所：いきいきプラザ４階

統計情報

1月末の人口
人

男
女

口

37,420 人
16,913 人
20,507 人

世帯数
21,458 世帯
人口前月比
90 人減

1月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,545
約 313
約1,858
98.3

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,602 ㌘
全 国
約 963 ㌘
全国は27年度平均データ
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固定資産税・都市計画税縦覧
資産税室☎0557(86)6150

子育て支援駐車場
フリーパスの申請受付
ID 1001019

子育て中の保護者がサンビーチ
や渚小公園などを気軽に利用でき
るよう、付近の一部市営駐車場の
料金が１日１回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27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：３月30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

避難行動要支援者台帳の
新規登録と更新
長寿総務室☎0557(86)6323
ID 1000592

熱海市では、災害時の避難など
に他者の支援を要する人のうち、
家族などによる必要な支援が受け
られない人の支援を目的に「避難
行動要支援者台帳」を作成してい
ます。登録を希望する人は窓口へ
ご連絡ください。
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

障がい福祉室☎0557(86)6334

子育て支援室☎0557(86)6351

ID 1000777

平成30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２日(月)〜５月１
日(火) 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（課税室）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、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。

手話奉仕員養成講座

文化施設室☎0557(86)6232
ID 1004199

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７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：20人（先着順）
募集期間：３月９日(金)〜４月３日
(火)※電話でお申し込みください。
参加費：Ａコース4,000円（粘土
1kg、焼成代）Ｂコース2,500円
（粘土500ｇ、焼成代）※当日お
支払いください。

ID 1005229

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。
講座では、簡単な日常会話を学び
ます。
実技日時：４月18日(水)〜平成
31年２月６日(水)までの原則毎週
水曜日（全40回）
午後７時〜９時
講義：６月16日(土)、12月１日(土)
午前10時〜午後４時
場所：市役所第１庁舎４階
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）応募者多数の場合抽選
参加費：3,240円（テキスト代）
申込期限：４月９日(月)
その他：前半（８月まで）のみ参
加も可能です。

銃砲刀剣類登録審査会
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
的に所持を禁止されています。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
30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15日(火)、12
月４日(火)
受付時間：午前９時〜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。

熱海市メールマガジン
問い合わせ：広報情報室☎0557(86)6070
ID 1001522

パソコンや携帯電話、スマートフォンのメールアド
レスを登録すると、各種情報がメールで届きます。
発信内容：広報あたみ放送内容、消防・防災情報、行
政情報、観光・イベント情報
登録方法：市ホームページから登録してください。
16ページ下部のQRコードからも登録できます。
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INTERVIEW

そういちろう
●これからの熱海

●熱海の将来の展望

14

広報あたみ 2018.3

代表

う ち だ

内田 宗一郎
代目代表

創業１８０６年の老舗
古屋旅館の
内田宗一郎氏。旅館業と
いうお客様の反応が直接
感じられる現場で、何を
感じ、これから何にチャ

今の熱海は元気を取り戻しつつあ
ります。しかし、既存の延長ではな
く、壁を突き破るチャレンジ精神が
必要です。また、旅館経営もまちづ
くりも、５年、 年、 年、 年先
を見据えて今、何をするべきか考え
なければなりません。それができる
のは、今なのだと思います。「遊
ぶ、働く、住む」すべてで選ばれ
る、他が追い付けないまちに！そん
な熱海をぜひ体現したいですね。

20

レンジするのか、お話を

50

これからの熱海は自分たちで作る

10

市制施行 周年を記念して、５回
にわたりいろいろな方にお話を伺っ
てきました。時代を生き、今もなお
第一線で活躍されている皆さんに共
通するのは、何事に対しても諦め
ず、自らが行動しているということ
です。熱海にはいろいろな人がさま
ざまなかたちで交わることのでき
る間口の広さと、どんな人生をた
どってきた人でも受け入れてきた懐
の深さがあります。次の 年 年、
１００年後の熱海を作っていくの
は、今の私たちの「行動」なのかも
しれません。

80

伺いました。

20

10

今後の熱海のポイントを内田氏に
伺うと、「東京に近くアクセスがよ
い熱海の利便性は、高齢化社会がさ
らに進む中、今までと変わらない大
きな強み。また、今後インバウンド
がポイント。」と話します。また、
「旅の目的や求められるサービスも
多様化している。熱海の独自性がま
すます求められ、選ばれるまちにな
ることが大事。」「フェイスブック
やツイッターなどのＳＮＳで、個人
の感想を発信してもらうことで、リ
アルに旅の楽しさが伝わる。旅館の
中だけでなく、まちの中に、人に伝
えたくなるような体験や感動がたく
さんあることが、まちの魅力につな
がる。」と考えているそうです。熱
海の受容性、寛容性を生かした、
「チャレンジできるまち」であり続
けることが、熱海が成長するカギで
あるとも語ります。
創業1806年の古屋旅館の門構

●これまでの熱海
内田氏が旅館を継いだのは平成
年。洗練されたデザインやインテリ
アが特徴のデザイナーズ旅館・ホテ
ルが人気となり始める中、旅行形態
も団体から個人へと変わり始め、熱
海の観光業も一つの転換期を迎えて
いました。そんな中、老舗旅館を継
いだ内田氏は当時、不安や閉塞感で
はなく、熱海のポテンシャルなら絶
対に何かできるという気持ちが強
かったそうです。
その後、東日本大震災で影響を受
けましたが、市民や業界団体など多
くの方々の努力で、熱海の宿泊客数
は震災前を上回り、平成 年からは
毎年３００万人を超えるお客様をお
迎えできるようになりました。

15

古屋旅館

熱海市は、平成29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。

17
27

遊ぶ、働く、住む
すべてで「選ばれるまち」に

VOL.5

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
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
公 公証人相談 ( 予約制 ) 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 ～ 16:00
４月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
3日㈫ 網代小学校
17日㈫ 大縄公園
スルガケアサービス
4日㈬
上多賀会館
18日㈬
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
5日㈭ 泉小中学校
19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
6日㈮
七尾団地集会場
20日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
10日㈫
第二小学校
24日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
11日㈬ 第一小学校
25日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
12日㈭
多賀中学校正面玄関前
26日㈭
13日㈮
熱海中学校
27日㈮

時間
13：15～14：15
14：45～15：30
13：10～13：50
14：10～14：55
15：15～16：00
10：30～11：00
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
15：00～15：40

施設休業日
丹那神社例大祭（丹那神社）10：00〜
図
プ

2 ㈪

消身

3
4
5
6

公

●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

7 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00～15：00 ※8日まで
●おはなし会（図書館）14：30～15：00

8 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00～10：00
魚祭り（熱海魚市場）9：00～16：00

9 ㈪

㈬
㈭
㈮
㈯

図
プ

消人
知

市制記念日
明水神社例大祭（明水神社）10：00～
◆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

10 ㈫
11
12
13
14

心
法

起

◆２歳児歯科健診（いきいきプラザ）13：00～14：00

マ

春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20～20：45

釣

伊豆山神社例大祭（伊豆山神社）10：00～
熱海・姫の沢トレイルラン大会（姫の沢公園）

15 ㈰

図
プ

16 ㈪

消

17 ㈫

建

◆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～
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00～11：30

18 ㈬

行

●南熱海子育て支援センター「人形劇」
（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

起

19 ㈭

心

●エイズ検査・肝炎検査 ※予約制（熱海保健所）9：00～11：15

マ

20 ㈮

撥扇塚供養祭（大乗寺）
◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）10：00～12：00

21 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00～15：00 ※22日まで
●おはなし会スペシャル（図書館）14：30～15：30

22 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00～10：00
春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20～20：45
◆パパママクラス（いきいきプラザ）10：00～12：00

23 ㈪
24
25
26
27

㈫
㈬
㈭
㈮

釣
図
プ

消人
障何

起
法

マ
図

12：40～13：30

28 ㈯

12：40～13：30

29 ㈰

昭和の日

30 ㈪

振替休日

■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

起
マ

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00～15：00 ※30日まで
熱海をどり（熱海芸妓見番歌舞練場）11：30～・14：30～
※29日まで

◇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
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各種相談日

1 ㈰

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
プ

犬の登録と狂犬病予防集合注射
問い合わせ

実施日

場所

時間

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
網代旧魚市場前
（宮町会館地先）
和田木 大縄公園
中 野 中野公民館前
下多賀 下多賀公民館前

9：10～ 9：20
9：35～ 9：55
10：10～10：20
10：40～11：00
11：15～11：35
13：30～13：50

泉
泉
伊豆山
青葉町
４月18日 桜 町
網 代
（水）

伊豆山
伊豆山
春日町
４月19日 緑ガ丘
梅園町
（木）
上多賀
渚 町
水口町

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

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
上多賀会館前
渚小公園
県熱海総合庁舎裏駐車場

ID 1000825

■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、届け出をしてください。
■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。各会場とも混雑が予想されます。
時間に余裕をもってお越しください。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

静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会

納期のお知らせ

４月２日（月）

問い合わせ

■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。

熱海市メールマガジン

生活環境室☎0557(86)6272

公益財団法人しずおか健康長寿財団
☎054(253)4221

種目：スポーツ・文化交流大会あわせて34種目
大会期間：４月から６月まで※種目により異なります
会場：静岡県草薙総合運動場（静岡市）ほか
対象：原則60歳以上の県内在住者
参加方法：事前申込が必要です。詳細はお問い合わせください。

ID 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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koho@city.atami.shizuoka.jp

