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ボランティア活動の様子

◆今月の主な内容◆
熱海市長、熱海市議会議長から皆様へ ･････････････ ２
被災した皆さんへ 生活復旧支援のお知らせ ･･･････ ３

広報あたみ No.774 ８月 10 日発行

各記事に記載している７桁のページ

を市の HP の検索窓に入力すると、該当ページが表示されます。

被災した皆さんへ 生活復旧支援のお知らせ
令和３年７月の大雨により被災された方々へ、生活復旧支援のための
情報を市ホームページから抜粋してお知らせします。必要書類や詳細に
ついては、各問い合わせ先へご相談ください。

免除 ･ 減免など

被災された方々への
生活復旧支援等情報一覧
（市ホームページ）

※市税・国民健康保険税の減免については、対象となる可能性のある人には市から通知します
項目

国民年金保険料の免除
水道料金・下水道使用料の減免
国民健康保険一部負担金（医療機関の窓口で支払う負担金）の免除
後期高齢者医療保険一部負担金（医療機関の窓口で支払う負担金）の免除
後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予

問い合わせ先
保険年金室（年金）

0557-86-6260

熱海市上下水道・
温泉料金お客様センター

0557-86-6485
･6486･6487

保険年金室（国保）

0557-86-6256

保険年金室（後期高齢）

0557-86-6257

介護保険料の減免
介護保険利用者及び介護予防･日常生活支援総合事業利用者負担額の減免

介護保険室

0557-86-6286

介護保険室(介護保険利用者)

0557-86-6284

長寿支援室
(介護予防･日常生活支援総合事業利用者)

0557-86-6325

障がい福祉室

0557-86-6334

子育て支援室

0557-86-6351

静岡県東部健康福祉センター福祉課

055-920-2080

熱海土木事務所都市計画課

0557-86-9192

障がい福祉サービス利用に係る利用者負担の減免
児童通所利用に係る利用者負担の減免
補装具費と地域生活支援に係る利用者負担額の減免
自立支援医療費利用者負担額の減免

市民の皆様へ
７月３日、伊豆山地区の一部において発生した大規模な土石流災害により、お亡く
なりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。
また、被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
このような中、発災直後から、自衛隊、警察、消防をはじめとする多くの関係機関
の皆様から被災者の救出活動等にご尽力いただいております。また、避難所や食事、
輸送をはじめとする物資や役務など様々な場面で市内外の事業所、団体の皆様のご支
援をいただきました。現在も日常生活を取り戻すために市民をはじめとする多くのボ
ランティアの皆様の力をお借りしておりますほか、全国から応援物資やご寄付が寄せ
られておりますことに深く感謝申し上げます。
現在は、被災者の皆様が新たな生活に向かって進んでいけるよう、生活再建に向け
た支援などに取り組んでおります。また、今回の災害の原因究明に向けて、国・県と
協力し、調査を進めてまいります。
市としましては、多くの方へ感謝を申し上げるとともに、被災された方の生活再建
を最優先に、今後とも全力で取り組んでまいります。
熱海市長

特別障害者手当、障害児福祉手当の支給制限の解除
特別児童扶養手当の支給制限の解除
児童扶養手当の支給制限の解除
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金支払いの猶予
建築確認手数料の減免

再交付 ･ 再発行など
項目

問い合わせ先

住民票・マイナンバーカード
運転免許証
国民健康保険被保険者証（兼高齢者受給者証）

市民室

0557-86-6254

静岡県東部運転免許センター

055-921-2000

熱海警察署

0557-85-0110

７月３日に発生しました土石流災害により、尊い多くの命が失われてしまいました。

保険年金室（国保）

0557-86-6256

保険年金室（後期高齢）

0557-86-6257

介護保険室

0557-86-6281

全国健康保険協会静岡支部

054-275-6601

こども医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証

子育て支援室

0557-86-6352

母子健康手帳

健康づくり室

0557-86-6293

障がい福祉室

0557-86-6334
･6335

出活動と、県内外から多くの団体、企業、個人、ボランティアの皆様から復興に向け

0557-86-6335

もに厚くお礼申し上げます。

後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
全国健康保険協会（協会けんぽ）被保険者証

身体障害者手帳、療育手帳
精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証
自立支援医療(精神通院･更生医療･育成医療)受給者証
重度障害者（児）医療費助成金受給者証

その他

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様にお
かれましては謹んでお悔やみ申し上げます。また、被災されました皆様に衷心よりお
見舞い申し上げます。

このたびの災害では、災害発生当初から消防・警察・自衛隊の皆様による懸命な救

たご厚情溢れるご支援と激励を賜わり、熱海市議会一同、心から感謝いたしますとと
市議会といたしましては、伊豆山土石流災害により明らかになった課題と真摯に向

項目
｢り災証明書｣｢被災証明書｣｢被害届出証明書｣の交付申請
災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」
災害廃棄物の処分
被災家屋等の解体・撤去制度

問い合わせ先
税務課

り災証明書発行担当

被災者生活再建支援金の支給、災害援護資金の貸付

0557-86-6422

環境センター

0557-82-1153

長寿総務室

被服・寝具その他生活必需品の給与
市税の支払い

0557-86-6092

建築室

災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給
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被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

0557-86-6050

き合い、今回のような災害を二度と発生させないという強い覚悟を持って、伊豆山地
区の早期復旧と観光熱海の復興に向けて全力で取り組んで参りますので、市民の皆様
におかれましては、引き続きご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
熱海市議会議長

0557-86-6323
納税室

0557-86-6168

教科書・学用品等の購入

学校教育課総務管理室

0557-86-6565

生活福祉資金制度による貸付・生活相談など

熱海市社会福祉協議会

0557-86-6339
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発熱などの症状がある場合の受診について

新型コロナウイルス
感染症に関する情報
はこちら

〇かかりつけの医療機関がある人→かかりつけの医療機関へ電話をしてから受診
〇かかりつけの医療機関がない人→発熱等受診相談センター ( ☎ 050-5371-0561) へ電話
健康づくり室 ☎ 0557(86)6296 1009342

出張年金相談
司法書士による権利擁護相談会

熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339

司法書士による無料相談会を開
催します。
日時：９月７日(火)
午後１時30分～４時30分
場所：福祉センター２階
内容：成年後見制度･相続･遺言など
定数：６組(１組30分の予約優先、
定数に到達次第受付終了)
参加費：無料
申込方法：電話･窓口
「男性料理教室」参加者募集

健康づくり室☎0557(86)6295
1005460

男性のための料理教室を実施し
ます。暑い夏に食べたくなる定番
料理を増やしてみませんか？
日時：９月15日(水)
午前10時～午後２時
場所：いきいきプラザ４階
内容：調理実習
キーマカレーほか数品
定員：10人(定員到達時抽選)
参加費：1,000円
※９月10日(金)以降のキャンセ
ルはキャンセル料がかかります
持ち物：エプロン、三角巾(バン
ダナ)、手ふきタオル、マスク
申込期限：９月９日(木)
申込方法：電話・窓口
申込先：健康づくり室
（いきいきプラザ１階）
主催：熱海市健康づくり食生活推
進協議会

子育て世帯生活支援特別給付金

保険年金室☎0557(86)6260

子育て支援室☎0557(86)6352

1004282

1011284

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
どがありましたらご利用ください。
なお、ご利用には予約（９月１日
から予約開始）が必要となります
ので、基礎年金番号をご用意のう
え、保険年金室までご連絡くださ
い。
日時：10月14日(木)
午前10時～正午、
午後１時～午後２時30分
場所：市役所第１庁舎４階
膝痛・腰痛を楽にする教室
（腰編）
長寿支援室☎0557(86)6337
1004190

腰の疾患による痛みを和らげる
ために、身体の正しい動かし方や
セルフケアの方法を学ぶ教室を開
催します。
日にち：10月28日、
11月4日･11日･
18日･25日、
12月２日
(いずれも木曜日)
初回時間：午前９時 45 分～ 11 時
場所：福祉センター３階
対象者：65 歳以上の市民で腰の
疾患による痛みが原因で動きに制
限がかかっている人 ( 脊柱管狭窄
症、腰椎圧迫骨折など )
定員：10人（多数の場合は抽選）
参加費：1,000円（6回分）
申込期限：10月20日(水)
申込先：長寿支援室

下記の部分は、お店・企業の広告枠です。

低所得の子育て世帯に対し、子
育て世帯生活支援特別給付金（ひ
とり親世帯以外の低所得の子育て
世帯分）を支給します。対象と思
われる人はお問い合わせください。
対象者：養育要件のいずれかに該
当し、所得要件のいずれかに該当
する人（※ひとり親世帯分の給付
金を受け取った人を除く）
□養育要件
①４月分の児童手当の受給者
②４月分の特別児童扶養手当の受給者
③５月～令和４年３月のいずれかの
月分の児童手当の受給資格の認定
または額の改定の認定を受けた人
④５月～令和４年３月までのいず
れかの月分の特別児童扶養手当の
受給資格の認定または額の改定の
認定を受けた人
⑤①～④のいずれかにも該当しな
い人のうち、令和３年３月31日に
おいて、平成15年４月２日～平成
18年４月１日に出生した児童を
養育する人
□所得要件
①令和３年度分の市町村民税均等
割が非課税である人
②令和３年１月以降の家計急変者
申請：養育要件①～④までのいず
れかに該当し、かつ所得要件①に
該当する人は申請不要。その他の
対象者は申請が必要となります。
申請期限：令和４年２月 28 日
※令和４年３月分の児童手当、特
別児童扶養手当の認定または額の
改定の認定の請求をした人などは
令和４年３月 15 日まで

自衛官の募集

警察官と警察行政職員の募集

1005766

防衛大学校学生、防衛医科大学
校医学科学生、防衛医科大学校看
護学科学生を募集します。
資 格：令和４年４月１日現在、18
歳以上21歳未満の者(自衛官は23
歳未満)･高卒者(見込含)･高専３年
次修了者(見込含)
〇防衛大学校学生
受付期限：10月27日(水)
試験日： 11月６日(土)と７日(日)
〇防衛医科大学校医学科学生
受付期限： 10月13日(水)
試験日： 10月23日(土)
〇防衛医科大学校看護学科学生
受付期限： 10月６日(水)
試験日： 10月16日(土)
〇自衛官候補生(男女)は年間を通
じて受け付けしています。

秋 の市民教室

災害に便乗した悪質商法が多数発生していま
す。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは
限りませんので十分注意してください。また、義
援金詐欺の事例も報告されています。義援金はた
しかな団体を通じて送るようにしてください。
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初心者
対象

【警察官】
区分：警察官A(大卒)
警察官B(大卒以外)
受付期限：８月27日(金)
第１次試験：９月 19日(日)
【警察行政職員】
区分：高校卒業程度
受付期限：８月 25日(水)
第１次試験：９月 26日(日)
神奈川と静岡の県境をまたぐ
道路(伊豆湘南道路)アンケート
静岡県道路企画課
☎054(221)2938

市内全戸に伊豆湘南道路に関す
るアンケートを郵送しました。ハ
ガキまたは WEB により９月17日
(金) までに回答をお願いします。
ホームページはこちら
https://bit.ly/3g5kCoR

問い合わせ

市民協働推進室☎0557(86)6073

いじめや体罰、虐待などのお悩
みについて、お気軽にお電話くだ
さい。家族からの相談も受け付け
ています。
日時：８月27日(金)～９月２日(木)
午前８時30分～午後７時
※(土)･(日)は午前10時～午後５時
その他：強化週間以外でも平日の
午前８時30分～午後５時15分ま
で相談を受け付けています。
☎0120(007)110 ※通話料無料
主催：静岡地方法務局、静岡県人
権擁護委員連合会
個人事業税の納期限（１期）
静岡県熱海財務事務所
☎0557(82)9086

個人事業税の納期限 ( １期 ) は
８月 31日(火) です。納期限まで
に納めましょう。

社会教育室☎ 0557(86)6578 Fax:0557(86)6606
メール :kominkan@city.atami.shizuoka.jp

申請書
申込書は市ホ
【申込方法】
ームページか
ら
ダウンロード
①窓口 平日午前９時～午後５時 生涯学習課 ( 第３庁舎１階 )
できます
②郵送 ･ ＦＡＸ ･ メール
申込書に受講希望の教室名(スマホ教室は希望の会場・時間・スマホ機種名)･住所･氏名･電話番号･年齢を記載

パッチワーク
キルト教室

【定員】８人(先着順) 【受講料】４,000円 【材料費】３,300円 【講師】浅賀
場所

中央公民館

日にち

良子氏

時間

受付期間

10月８･22日、
11月12･26日、
12月10･24日、
１月14･28日 (金) 午前10時～正午 ９月６～30日

パッチワークキルトの基本を知り、楽しみながら作品を作りましょう！

超初心者
スマホ教室

【定員】各時間６人(抽選) 【受講料】2,000円 【講師】小倉
場所

災害に便乗した悪質商法にご注意ください！
消費者生活相談窓口☎0557(86)6197

熱海警察署警務課☎0557(85)0110

自衛隊伊東地域事務所
☎0557(37)9632

｢子どもの人権110番｣強化週間

日にち

スマー
トフ
お持ち ォン
の人
対象！

高代氏
時間

受付期間

南熱海支所

９月２･ ９･16･30日(木)

①午後１時～  ②午後３時～

８月10～25日

泉公民館

９月８･15･22･29日(水)

①午前10時～ ②午後１時30分～

８月16～30日

網代公民館 10月５･12･19･26日(火)

①午前10時～ ②午後１時30分～

９月 ６～21日

中央公民館 11月10･17･24日、
12月１日(水) ①午前10時～ ②午後１時～ ③午後３時～ ９月15～30日

※納付書を送付しますので初回までにお支払いください。参加辞退による受講料の返金はできません。

統計情報

６月末の人口
人

口

男
女

35,529 人
16,094 人
19,435 人

世帯数
21,331 世帯
人口前月比
73 人減

６月のごみ量
可燃ごみ 約 1,403 ㌧
その他
約 298 ㌧
合 計
約 1,701 ㌧
対前年比
103.2 ％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,595 ㌘
全 国
約 918 ㌘

全国は令和元年度平均データ
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9 月 September

マークの説明
■施設休館日

図書館休館日 ☎ 0557(86)6591
起雲閣休館日 ☎ 0557(86)3101
熱海港海釣り施設休館日 ☎ 0557(85)8600
マリンスパ休館日 ☎ 0557(86)2020
第二小プール休館日 ☎ 0557(81)9558

■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行政相談 13:00 ～ 15:00
法律相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
建築相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
人権よろず相談 13:00 ～ 16:00
交通事故相談 ( 予約制 )10:00 ～ 15:00
不動産相談 13:00 〜 15:00
公証人相談 ( 予約制 )13:00 〜 15:00

各種相談日

施設休館日

１㈬

※

生涯学習（ 1001060）
・文化施設（ 1001839）については
市ホームページ、Instagram、Facebookで情報を発信しています

２㈭
VOL.

３㈮

歌人としても有名な佐佐木信綱が、冬も温
暖な熱海を気に入り、第一小学校にほど近い
西 山 町 に 居 を 構 え た の は 昭 和 19 年 (1944)。
中 国 の 名 文 章 家 王 安 石 の 詩 の 一 節 か ら「凌
寒 荘（寒 さ を 凌 ぐ 家）」 と 名 付 け ら れ た こ の
家で、亡くなるまで過ごしました。
毎年仲秋の名月の日に開催される「源実朝
を 偲 ぶ 仲 秋 の 名 月 伊 豆 山 歌 会（ 今 年 度 は 第
70 回。9 月 21 日 開 催 予 定）」 は、 信 綱 の 助
言に基づき昭和 27 年に伊豆山神社で始まり
ました。また、信綱は熱海中学校の旧校歌を
作詞しており、中学生時代に何回も歌ったと
いう人も多いでしょう。
万葉集にちなんだ草木が植えられた凌寒荘
庭園を散策し「ひろく、深く、おのがじしに」
（歌 の 題 材 を 広 く、 人 間 性 に つ い て 深 く、 人
それぞれに）を理念に歌を詠んだ信綱に思い
をはせてはいかがでしょうか。

04

４㈯
５㈰

～

６㈪
７㈫

◆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「ママ達のリラクゼーション」
（南熱海マリンホール）10:00〜11:00 ※要予約
（５組限定）
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）10:00～11:30
◆７～８か月児相談（いきいきプラザ）13:00～15:00

８㈬

◆１歳６か月児健診（いきいきプラザ）12:50～13:30

９㈭

◆２歳６か月児歯科相談（いきいきプラザ）9:30～10:30

10㈮

●マリンキッズ「プレゼント作り」
（南熱海マリンホール）10:00〜11:30 ※要予約(10 組限定)

11㈯

ながはま特設市※12日まで（⾧浜海浜公園）9:00～15:00

12㈰

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

佐佐木信綱と熱海

～

し の

皆さん、国文学者、特に万葉集の研究者と
して優れた業績のあった佐佐木信綱（明治５
年－昭和 38 年）と熱海とのかかわりをご存
知ですか？信綱は熱海で晩年を過ごしただけ
でなく、文学者として熱海のために尽力しま
した。今月の「生涯学習の扉」は佐佐木信綱
と熱海についてご紹介します。

凌寒荘

13㈪
14㈫

実施日

ステーション

時間

ひのえうま

広報あたみ 2021. ８

聞』に大きく取り上げられて日本中の話

題となり、以来、夏の遠泳大会は熱海の

13

恒例行事となっていきました。

昭和 年８月７日、この大会は厚生省

ぼ ちんじゅ ふ えいだん

海
･ 軍省 静
･ 岡 県・熱 海 市の後 援の下、
第二十八話
日本水上競技連盟が主催する 団｢体長距
若者の挑戦で始まった初島・熱海間遠泳
離競泳全国大会 と
く ちくかん
｣ して開催されました。
～駆逐艦が出動した年もあった～
当時の『報知新聞』は「壮観・熱海 初
駆 逐艦三隻 出 動 ＡＫから

15

熱海サンビーチの中央階段付近に 初｢ 島の遠泳

へい ご

せ

島・熱海間遠泳記念碑 が
｣ 建っています。 中継実況放送」という見出しを掲げ、海
大正 年（１９２６）８月３日、明治 岸の大月旅館に中継所を設け、駆逐艦が

39

年（１９０６）の丙午生まれの若者た 放送設備を積んでラジオ中継することを

さ

年、 初｢島・熱海間団

29

ちが結成した丙午クラス会のメンバーが 報じました。競技は指揮者１名、泳者４

しかし、昭和

争のために中止となりました。

（という）

※ 「あたみ歴史こぼれ話」のさらに詳しい内容は
市ホームページ（ 1009091）に掲載しています

はつ き ひめ

12

中心となり、初の初島・熱海間遠泳を成 名が一チームを組んで チームが参加し、

きたり

功させました。彼らは む｢かし初木姫が 優勝の栄冠は海軍の佐世保鎮守府泳団が
初島から海を渡った という伝説を話題 獲得しました。
｣
として、果たして海上三里（約 ㎞）を
この大規模に行われた大会は、翌年と

たらい

泳ぎ渡れるかという議論を戦わせ、実際 翌々年も開催されましたが、その後は戦

お と め

23

にチャレンジしたのでした。

おう せき

ほか

記 念碑には、遠泳に挑 戦した経 緯が

でんせつ

いわ や さざなみ

「往昔 島の乙女の 盥もて渡り来してふ 体競泳大会 と
｣ して復活し、毎年、県内
傳説を持つ外 渡泳せし者ぞなき神秘の 外から多くの挑戦者を集めています。

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。

大正15年11月、
現在の｢ハンディホーム
センター｣近くの浜辺に建てられました。
碑の表には巌谷小波の句
「何の苦も夏の
汐路や島三里」
が刻まれています。
問い合わせ
歴史資料管理室☎0557（48）
7100

参考「熱海温泉いしぶみ巡り」
（久保田道雄）他

※新型コロナウイルス感染症などの影響により日程が変更になる場合があります

しょ じょ

初島・熱海間遠泳記念碑

30㈭

そ

29㈬

ひと

28㈫

われ ら

27㈪

うな ばら

いちじるし

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

としごと

26㈰

海原 吾等は偏へに其のコースの處女な

秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:40

もの なり

25㈯

きょ

●マリンキッズ「小麦粉粘土」
（南熱海マリンホール）10:00〜11:30 ※要予約(10 組限定)

こ

24㈮

ここ

秋分の日

るを尊び 年毎の進歩発達 著 き水泳術

23㈭

を力に 玆に此の挙を決行せる者也」と

22㈬

さらに碑には、完泳者や発起人の名も

21㈫

◆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）10:00～11:30
◆１歳はみがき教室（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
就業相談（福祉センター）13:00～16:00
第70回源実朝を偲ぶ仲秋の名月伊豆山歌会
（ハートピア熱海）13:00～
十五夜祭（伊豆山神社）18:30〜

記されています。

敬老の日

や いち

20㈪

刻まれ、その中には後に代議士として活

19㈰

いっ さ く

■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
■契約トラブルやその他消費生活の相談は
消費者生活相談窓口 ☎ 0557(86)6197
■同報無線が聞き取りにくい場合は
同報無線音声再生サービス☎ 0557(86)6066
※放送後 24 時間以内に限る

ながはま特設市※20日まで（⾧浜海浜公園）9:00～15:00

じき そ

14：15～15：15

18㈯

躍した山田弥一や熱海海岸の埋立反対を

10：00～10：50
12：40～13：30
14：00～14：35
15：05～15：40
12：40～13：30

｜問い合わせ｜文化交流室☎ 0557(86)6289

17㈮
天皇に直訴した荒木一策 作
( な
) どの名

12：30～13：30

【施設情報】佐佐木信綱旧居 凌寒荘
開館状況：土・日曜日のみ開館 午前10時～午後４時
入館料：無料 邸内の見学はできません

16㈭

前も見られます。

13：15～14：15
14：45～15：30
14：10～14：55
15：15～16：00
10：30～11：00
13：00～13：35
13：50～14：20
９：50～10：20
13：15～13：45
14：00～14：45

【各種電話番号】
◇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

7

源実朝を偲ぶ仲秋の名月
伊豆山歌会

この若者たちの挑戦は当時、
『 東京新

７日㈫ 網代小学校跡
21日㈫ 大縄公園
１日㈬ 上多賀会館
15日㈬ 多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
２日㈭
泉小中学校
16日㈭
泉支所
伊豆山中央バス停横
３日㈮
七尾団地集会場
17日㈮
伊豆海の郷前
14日㈫
第二小学校
28日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
熱海中学校
22日㈬
緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
９日㈭ 多賀中学校
10日㈮
桃山小学校
24日㈮

凌寒荘や短歌に親しみたい人は
『生涯学習
のしおり 春・夏 第58号』
をチェック！

●熱海子育て支援センター
「なかよしランド＆８・９月お誕生日会」
（栄光熱海中央保育園）10:00～11:00

15㈬

９月のブックバスかもめ号

生涯学習課
Facebook

生涯学習課
Instagram

6

「○○できる人」
募集

令和４年４月１日採用

熱海市職員採用試験
申込受付期間

８月23日(月)～９月６日(月)
※土日を除きます

募集職種

第一次試験

９月19日(日)

一般事務(短大卒・高校卒)、土木技術(高校卒)、消防士
問い合わせ

納期のお知らせ

８月31日（火）

■市民税・県民税
■別荘等所有税
■国民健康保険税

人事研修室☎0557(86)6036 1001635

伊豆山 ･ 泉地区の皆さまへ
第２期
第２期
第２期

伊豆山地区は口座振替を除き、
納期限の延長が適用されます

【納 税 室】☎0557(86)6164
■介護保険料
第３期
【介護保険室】☎0557(86)6284
■後期高齢者医療保険料
第１期
【保険年金室】☎0557(86)6257

節水のお願い

水道温泉課☎0557(86)6483 1011399

伊豆山地区の断水解消について、少しでも多くの人が水道を利用
できるように、応急処置として泉地区の配水区域を拡大して配水し
ています。
水の使用が多くなると断水の恐れがあるため、泉全域・伊豆山七
尾・大黒崎・断水が解消された伊豆山地区の皆さまにつきましては
ご不便をおかけしますが、引き続き、節水のご協力をお願いします。

熱海市の各種情報はこちらから▼
熱海市ホームぺージ
https://www.city.
atami.lg.jp/

熱海市Twitter
https://twitter.
com/atamicity

熱海市Instagram
https://www.instagram.
com/atami_official/

広報あたみバックナンバー
https://www.city.atami.lg.
jp/shisei/koho/1001429/

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

FM 熱海湯河原(79.6MHz)
http://www.ciao796.com/

koho@city.atami.shizuoka.jp
広報あたみは再生紙を使用しています。

