
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熱海市は、将来都市像に
「住むひとが誇りを 訪れ
るひとに感動を 誰もが輝
く楽園都市 熱海」を掲げ、
「住んでみたい」「訪れてみ
たい」、そしてそんな街に
「投資をしたい」という「選
択される街」を目指して、
シティプロモーション活動
に取り組んでいます。 
『熱海ＮＥＷＳ ＬＥＴ

ＴＥＲ』は、その活動の一
環として、熱海の旬な情報
をお伝えするために、定期
的に発行しています。 

 
 

                        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    熱海市役所 秘書広報課 広報情報室 

      〒413-8550 静岡県熱海市中央町 1-1 

      TEL  0557-86-6070   MAIL  koho@city.atami.shizuoka.jp 

      熱海市ホームページ  http：//www.city.atami.lg.jp 

 

 

 

【特集】熱海で林業！熱海の森林に新しい風！！・・・Ｐ２～３ 

  週末を中心に熱海の森林で活動している人たちが、熱海の森林に新しい風を巻き起こし

ています。男性も女性もチェンソ―を手に、週末林業や副業としての林業もありな熱海の森

林活用についてご紹介します。 

【イベント】１２月～３月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇日本一早咲きの梅と桜 “熱海梅園梅まつり＆あたみ桜 糸川桜まつり” 

◇冬の澄んだ空気で見る花火 “忘年熱海海上花火大会” 

◇第７７回“尾崎紅葉祭”   

◇脂がのったアジのひものを炭火焼 “網代温泉ひもの祭り” 

 

【熱海のココスキ!!】「森林は生きる活力」・・・Ｐ５ 

森林活動団体・熱海キコリーズ代表の能勢友歌さんに、熱海の森林の魅力や森林活用・熱海

のココスキ！！について伺いました。 

 

１８０６年創業の老舗旅館１７代目 内田宗一郎さんに、貴重な経歴から見ることができる

熱海温泉の魅力と熱海のココスキ!!について伺いました。 

VOL.22 2018 . 12 月号 

２ 

右の写真は、Ｐ２で紹介し
ている森林活動団体「熱海
キコリーズ」の皆さんで
す！ 
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熱海市では、熱海の地域資源＝森林を活かした地域活性化を目指し、平成 28 年から熱海での林業に興味のある人を

対象に自伐型林業研修を開催しています。これまでの３クールの研修で述べ 50人が研修を受講し、熱海の森林に新しい

風を巻き起こしています！ 

熱海市の森林と林業 

熱海市の総面積 6,160ha のうち、森

林面積は 3,877ha と約 60％を占めて

います。森林資源は豊富ですが、ほと

んど手つかずで、防災や環境保全の観

点からも好ましくない状態が続いてい

ます。しかしながら、森林は大事な地域の資源です。有効活用していくため、市では、平成２８年度から林業の担い手の養

成や確保のための研修を実施しています。 

若い女性もチェーンソー！週末林業＆副業も！！ 

熱海市が実施する自伐型林業研修では、チェーンソー操作、選木・伐

倒造材、伐倒搬出、作業路敷設など材木の一連の作業が行えるよう実

践的な研修を行っています。また、研修修了者のさらなる技術向上の

ためのフォローアップ研修や一流の林業家の手によってモデル林の整

備なども行っており、林業の担い手の養成・確保や施業する林地の確保

などを行っています。そのような研修受講者たちが、週末を中心に姫

の沢の市有林にて森林活動を行っています。参加する人は、「木を伐っ

てみたかった」「非日常な生活」「木を活かしたエネルギー活用」「木工・

造作」などさまざまな動機で活動しています。週末は、熱海で林業も良

いかもしれません！！熱海の森林に、新しい風が吹き込んでいます。 

熱海キコリーズ結成！ 

平成２９年３月、自伐型林業研修を修了者たちの中で、森林活動団体「熱海キコリーズ」を結成。熱海市と

協定を結び、姫の沢の市有林の一部をフィールドとして、間伐や下草刈りなど、森林保全を中心に活動をし

ています。多種多様な本業の傍ら、熱海の森林保全活

動を行う 20 代～50 代男女 14 人のフォレストラバーズ

団体です！皆さんの業種は、ウェブデザイナーからシ

ステムエンジニア、消防士、保育士など週末は熱海の

森林でキコリを楽しんでいます。 

熱海キコリーズの Vision(ビジョン)  

熱海の森林に新しい風を間伐で森林に新しい風を。  

熱海ならではの林業を伐り拓く新しい風を。   

間伐によるモデル林構築や林見学会、木工ワークショップ 

体験・教育なども行っています。 

 

 

 

 

 
熱海で林業！熱海の森林に新しい風！！ 



 

 

 

熱海キコリーズの製材・間伐材のユニーク活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：12 月 15 日（土）9:30～15:30 

●場所：熱海市姫の沢公園  ※9:15 「さざんか駐車場」集合 

●持ち物：長袖長ズボン、歩きやすい靴、防寒具、飲み物、タオル、花 

切りバサミ orキッチンバサミ、お子様連れの人はお子さんのランチ 

●定員: 20 人 

●参加費: 大人(中学生以上)4000 円 / 子供(4 歳以上) 1500 円 

※保険料込 ※雨天リースワークショップのみ 

※ランチ・ドリンク込（お子様はドリンク込。ランチをご持参ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

～熱海市の休館・休止のお知らせ～ 

 
ブルーノ・タウト熱海の家旧日向別邸は保存修

理工事のため、平成３１年１月から平成３４年３月

（予定）まで公開を中止します。ご不便をおかけし

ますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 

お問合せ：熱海市生涯学習課文化交流室 

℡０５５７(８６)６２３１ 

姫の沢公園スポーツ広場は人工芝張替工事のた

め、平成 31 年 1 月から 3 月まで利用を休止します。 

4 月の利用受け付けは 2 月 1 日からとなります。予

約や利用については、姫の沢公園管理事務所（電

話 0557(83)5301）にお問い合わせください。 

お問合せ：熱海市公園緑地課計画室 

       ℡０５５７(８６)６２４２  

  

ブルーノ・タウト熱海の家 旧日向別邸休

止について  

  

姫の沢公園スポーツ広場用

休止について  

  

熱海ヒノキ de クリスマスリース・キコリ体験＆ワークショップ開催！ 

◆熱海市の森林については、 

お問合せ 熱海市観光経済課農林水産室 ℡0557(86)6215   

   

◆熱海キコリーズについては 

フェイスブック    熱海キコリーズ  をご覧ください。 

ごを 

木工プレート 

間伐材小屋（建築） 

木工プレートでの食事会 

木工加工品 携帯置き 

スウェーデントーチ 

森で食事 

薪活用 

満員御礼 取材可 



 

１２月８日(土)・ ９日(日) 

１月１３日(日)・１４日(月祝)  

２月１６日(土)・１７日(日) 

場所：大縄公園（１２月・１月） 

長浜海浜公園（２月） 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＲ来宮駅から徒歩 10 分という市街地にある熱海
梅園では、11 月 22 日に既に１輪の梅の開花を確認。
早咲・中咲・遅咲の 59 種 472 本の梅の木が植えられ
ているため、梅まつり期間を通して楽しんでいただけ
ます。また、園内には足湯（10:00～16:00）も併設さ
れており、温泉を楽しみながら梅を観賞するのもおつ
なものです。 

１月５日(土)～３月３(日) 

１月１２日(土)～２月１１日(月祝) 

日本一早咲きの桜!! 
「あたみ桜 糸川桜まつり」 

  常春熱海を彩るのは、梅だけ
でなく、“あたみ桜”。熱海市街
地にある糸川遊歩道沿いでは、
「あたみ桜 糸川桜まつり」が
開催されます。期間中の土･日･
祝日には、桜茶の無料サービス
が行われるほか、大道芸などの
各種イベントも開催されます。 
 さらに、期間中の 16:30～
23:00 には、あたみ桜がライトア
ップされるので、穏やかな光に
照らされた満開のあたみ桜も必
見です。 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

８.９.22～24 日 長浜みかんフェア（長浜海浜公園） 

７日  消防出初式（渚親水公園ほか） 

26 日 市民駅伝競走大会（熱海市内） 

８日～３月 10 日 初島漁師の丼合戦（初島） 

10 日 魚祭り (熱海魚市場) 

16 日 ATAMI2030 会議（救世会館） 

23・24 日 伊豆多賀わかめ祭り（長浜海浜公園） 

28 日 逍遥忌記念祭（起雲閣） 

９･10 日 南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）  

24 日海辺のあたみマルシェ（熱海銀座通り) 

31 日 春季熱海海上花火大会（熱海湾） 

下旬～ 熱海城桜まつり（熱海城）  

◆お問合せ 網代温泉観光協会  TEL 0557－68－0136 

 

１２月９日(日)･１６日(日） 

常春熱海を満喫!日本一早咲きの梅！ 
「熱海梅園梅まつり」 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

冬の澄んだ空気で見る花火 
「忘年熱海海上花火大会」 

脂がのったアジのひものを炭火焼 
「網代温泉ひもの祭り」 

 南熱海地区の網代温泉では、毎年この時期に、「網
代温泉ひもの祭り」が開催されます。 天日干しの
脂ののったアジの干物を炭火で焼き来場者に振舞
います！（各日 2500 枚）その他、農家直送の野菜、
サザエのつぼやき・焼き蛤・イカの塩辛、イカメン
チ、焼きそば、あさり飯にサザエ飯、地場産の材料
で作った各種汁物などが販売されます。 

春夏秋冬、花火が
楽しめる熱海。この
冬も熱海湾で海上
花火大会が開催さ
れます。澄み切った
空気の中で、体を寄
せ合って見る花火
もオススメです。 
時間：20:20～20:45 

8:30～ 
16:00 

10:00～ 
15:00 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

 

◆お問合せ  熱海温泉ホテル旅館協同組合  TEL 0557－81－5141 

 

熱海の名を一躍全国的に有名にした
「金色夜叉」の作者尾崎紅葉先生の遺徳
を偲び、第７７回尾崎紅葉祭が「貫一お
宮像」前広場にて開催されます。熱海芸
妓による「金色夜叉」海岸別れの場面も
再現します 
 
＊尾崎紅葉先生の記念碑を設置し、除幕
式も行います。  
 ◆お問合せ 熱海市生涯学習課文化交流室  TEL 0557－86－6289 

 

１月１７日(木) 13:00～ 

 ２
月 

３
月 

１
月 

12
月 

12/18・1/13・2/16 
11:00～15:00 

12/9・1/14・2/17 
10:00～15:00 

 



 

 

 
 

－熱海市が実施した自伐型林業研修をきっかけに結成した森林活動団体「熱海キコ

リーズ」（P2参照）の代表、能勢友歌さんに森林の魅力などについてお話しを伺いま

した。 

―自伐型林業研修に参加したきっかけは？― 

能勢 「初心者でも OK」という研修の募集チラシを見て、一般の人が参加しにくい「林

業」というイメージが変わり、女性でも参加しやすかったのがきっかけです。出身が岐阜

県高山市で、幼い頃から山に囲まれ自然が好きでした。以前は、シュノーケリングやサー

フィンなど海も好きで、熱海といえば海というイメージだったのですが、熱海の森林面積

が約 60 パーセントということ、しかもそれが手つかずの状態になっているということに

興味をもち研修に参加しました。実際研修に参加し、初めて手にしたチェーンソーは、エ

ンジンすらかけることができませんでしたが、次第にチェーンソーや刃物など普段持て

ないものを持ったり、木を伐ることなど山に囲まれていることを通して、生きる技を身

に付けているようで、森林の魅力に惹かれていきました。 

－森林・林業の魅力は？―能勢 木を伐る瞬間、木が倒れる瞬間などの非日常感が好きです。１本の木は、50 年以上の

歴史をもっていています。10 年、20 年、50 年先の森が良くなることを考えながら、１本の木に向かい合い、森の手入れを

することが面白いです。人生の中で、普段、そんなスパンで物事を考えることはありません。森林に入るとそんな歴史を

感じながら、私たちが未来へ繋げるため、森林に手を入れてくことに魅力を感じています。ですから、50 年も生きてきた

木を伐るときは感慨深いです。また、森林という偉大なる大自然に癒され、森をきれいにすることで自分も気持ちが良

くなり、本当にすがすがしい気持ちになります。空気も澄んでいて、木のぬくもりや香りを感じます。動くと険しい森です

が、なぜかやわらかい存在で、五感で大自然を感じて良い汗がかけます。あとは、本業でのさまざまな技術を持ちあわ

せた、面白いメンバーたちも魅力的です。 

－今後の熱海キコリーズの活動・副業について－ 

能勢 現在の熱海の森林は、放置林が多いです。今後も、森林保全活

動として間伐を行っていきモデル林をつくっていきたいです。ただし、

現状は伐り捨て間伐になっているので、この間伐材を搬出し、付加価

値をつけて地域の皆さまの手に届く仕組みを考えていけたらと考え

ています。間伐材は、加工したり、製材するなどの価値をつけることで、

熱海の森林の魅力も相まって、さらに熱海の森の魅力を伝えられます。

そのために、間伐体験や教育、ワークショップなどで熱海の森林の面

白さ、楽しさを提供していきます。 

 熱海市が提案してくださった、『副業としての林業』に非常に大きな

可能性を感じています。２年間活動をしてきて感じるのは、ゆっくり着実に安全第一で「続ける」ことが大事だなと。『副業

林業』だからこそ、みんなの本業を尊重しながら楽しく無理なく続けられていると実感します。今後は、私たちが少しず

つ培ってきた技術とアイデアと経験を踏まえて、熱海ならではの森林の活用方法を考え、地域や街との関わりを増やし

ていきたいと思っています。そうすることで、皆さまにより林業への関心や森林への興味を高めていただければと思っ

ています。この林業を通して、仕事である本業と自身の生活との間のワークライフバランスが自然ととれるようになりま

した。森林の中にいると自分がちっぽけに感じ、仕事の小さな悩みも解消されていき、仕事や生活の考え方も変わりまし

た。森林活動によって前向きに生きることにも繋がり、本当に良いきっかけに

なったと思っています。 

－最後に能勢さんにとって、“熱海のココスキ!!”を教えてください。 

能勢 熱海の街と人が大好きです。森を通してみる街が好きです。街中は、

昔からある古いものやリノベーションされた新しいものが融合されている感

じが好きです。人は、とにかく優しい、人なつっこい、人思いで、海や山、自然

にも優しい人が多いですね。外から来た人にもすごく優しいですし、熱海を

盛り上げようとする良い循環ができている開いた街だと思います。だから

こそ、私たちも森を伐り拓いていきたいと思います。いつもキコリーズをサ

ポート・応援してくださっている皆さまにこの場を借りてお礼を申し上げ 

ます。ありがとうございます。     

森林は生きる活力 

能勢
の せ

 友歌
ゆ う か

 さん 

熱海キコリーズ代表 

賑わう駅前商店街 

山から見る熱海の景色 


