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 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 ＬＥＴＴＥＲ』
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、これ
から定期的に発行していきます。よ
ろしくお願いいたします。 
 

                        
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

    熱海市役所 シティプロモーションプロジェクトチーム  

      〒413-8550 静岡県熱海市中央町 1-1 

      TEL  0557-86-6067   MAIL  sogoseisaku@city.atami.shizuoka.jp 

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

 

編
集
・
発
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【特  集】「新生熱海・華の競演」・・・Ｐ２～３ 
  熱海初の試み、今年の春は共通のコンセプトで街をプロモーション。 
  植物の花・芸妓の華・花火の花など、この時期熱海には色とりどりの花が咲き乱れます。
   そんな、３月３１日から始まる華をテーマにした、春のトライアルプロモーションに 
注目しました。 

【イベント】「春の熱海は、美味しい、楽しいイベントが盛りだくさん」・・・Ｐ４ 
◇映画はなかっぱ公開記念!! 春休みはあたみ！『はなかっぱ号で、はなかっぱ島探検!』
◇地図とコンパスを片手に熱海をめぐる、新しいスポーツ“フォトロゲイニング” 
◇熱海産の食材が楽しめる!! わかめ・ところ天・海産物＆B級グルメ 

【熱海のココスキ!!】「熱海歴２３年 金太郎お姐さんのお気に入り」・・・Ｐ５ 
春のお気に入りは、熱海城でお花見。お休みの日には、相模湾を望むカフェで一息。 

 常連のみぞ知る裏メニューも教えてもらいました。 

VOL０.＜創刊準備号＞ 2013．2 月号

右の写真は、P5 で金太郎お姐さ
んの春のお気に入りとして挙げ
ている「熱海城のお花見の様子」 
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世界三大花木 “ジャカランダ” 

湯めまちをどり「華の舞」（熱海芸妓見番） 

熱海湾に咲く、大輪の花。お腹に響く音も魅力。 

 
 
 
早春に日本一早い梅とサクラの見ごろを迎えた熱海は、もうすぐ春本番。今年の熱海は何かが違う・・・。 

それは、街全体が四季ごとの統一したコンセプトをもって、プロモーションしていこうという初の試みを始めよ

うとしているからです。 

2013 年春のコンセプトは、「新生熱海・華の競演」。３月３１日～６月上旬にかけて、色とりどりの花と華で熱海

を訪れる方をお迎えしようとしています。 
 

まず、植物の花‐Flower‐。 

３月末から咲きはじめるソメイヨシノなどの桜やツバ

キを皮切りに、ツツジ、シャクナゲ、藤、バラなど、色

とりどの花が市内各所で次々と咲き乱れます。 

 なかでも珍しいのは世界三大花木である南アフリカ原

産の“ジャカランダ”。熱海の親水公園付近で、６月頃に

紫色の花がぶどう状になって咲きます。平成２４・２５

年度の２ヵ年をかけて、東京方面からの玄関口である貫

一お宮像付近に６０本の植栽を行い、ジャカランダの並

木を創出する予定です。 

 

 熱海の華といえば、芸妓さんの“華”。 

４月２８日(日)・２９日(月祝)には、「熱海をどり」が市

内中央部にある熱海芸妓見番で開催されます。なお、毎週

土・日曜日には、同じく熱海芸妓見番で、湯めまちをどり「華

の舞」と題し、間近で芸妓さんの艶やかな踊りがお茶・御菓

子付きで楽しめます。踊りを見終わった後には、芸妓さんと

並んで写真を撮るのも、なかなかできない体験。 

もちろん、お座敷に呼ぶこともできます。２時間単位で呼

べるので、男性・女性問わずグループで呼んでお座敷での遊

び方を教えてもらえば、貴重な熱海体験の一つにもなります。 
 
 

 花は花でも、“花火”の花。 

花火といえば夏の風物詩。いえいえ、熱海の花火は、夏

はもちろん、一年を通して各地区で開催されます。今年

(2013 年)は年間２０回開催。 

春の花火は「新生熱海･華の競演」のオープニングである

３月３１日(日)と、４月２９日(月祝)に熱海湾で開催。 

 なんと言っても春の花火は、穏やかな気候の中でのんび

り浜辺に座って花火が見られるのが魅力。首都圏から近い

熱海なら泊まって翌日出勤しても良し、もちろん泊まって

翌日市内を巡るも良し、夕飯を食べて花火を見て帰るも良

し、様々な楽しみ方が出来ます。 

 

↓ 次ページでは、まだまだある熱海の花の魅力をご紹介 

コンセプトは「新生熱海・華の競演」 
  熱海の陽春は、色とりどりの花と華で溢れかえる 
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№ 花木名 ３月 ４月 ５月 ６月 散策路・スポット 

① 河 津 桜     初島 

② 大 寒 桜     親水公園 

③ 大 島 桜     渚小公園 

④ 子 福 桜     姫の沢公園・かじかわ公園 

⑤ 染井吉野     千歳川沿い・伊豆山神社 

⑥ 枝垂れ桜     伊豆山神社・かじかわ公園 

⑦ キングプロテア     初島・熱海港花壇 

⑧ 椿     椿寺・ＭＯＡ美術館 

⑨ バラ     アカオハーブ＆ローズガーデン 

⑩ ツツジ     姫の沢公園・泉公園 

⑪ シャクナゲ     姫の沢公園 

⑫ フジ     サンレモ公園 

⑬ オオムラサキ     初川 

⑭ アメリカデイゴ   来宮駅前 

⑮ アジサイ   小山臨海公園 JR伊東線法面 

⑯ 夜香木    フレグラントムーンライトガーデン 

⑰ アガパンサス     熱海港緑地･親水公園花壇 

⑱ ジャカランダ     国道 135 号線（下り）山側歩道 

⑲ ブーゲンビリア     糸川沿い・市内各所 

⑥伊豆山神社枝垂れ桜 ⑦キングプロテア（初島） ⑨バラ（アカオハーブ&ローズガーデン） ⑫サンレモ公園のフジ 

⑩姫の沢公園のツツジ ⑮アジサイ ⑰アガパンサス(親水公園) ⑲糸川のブーゲンビリア 

◆春季熱海海上花火大会        ３月３１日・４月２９日 ＜熱海湾＞ 
◇熱海ローズフェスティバル２０１３  ３月３１日～ ＜アカオハーブ＆ローズガーデン＞ 
◆姫の沢公園花まつり         ４月２７日～５月６日 ＜姫の沢公園＞ 
◇湯めまちをどり「華の舞」      毎週土・日曜日 ＜熱海芸妓見番＞ 
◆熱海をどり             ４月２８日・２９日 ＜熱海芸妓見番＞ 
◇ほたる観賞の夕べ          ６月上旬 ＜熱海梅園内 初川清流＞         

「新生熱海・華の競演」 
    ～春爛漫～ 花とイベントをめぐる 
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春の熱海は、美味しい、楽しいイベントが盛りだくさん 

春休みは、あたみ！ 
『はなかっぱ号で、はなかっぱ島探検！』 

熱海沖合 10ｋｍに浮かぶ“はなか
っぱ島”（初島）に、はなかっぱ号
（イル・ド・バカンス号）に乗っ
て、まぼろしの島ちょうちょを見
つけに探検に出かけよう!! 
熱海ステイチケットやチラシの提
示で、特典が受けられます。 

 
●「はなかっぱ島（初島）往復乗船料」＆「R‐Asia
入園料」を特別割引。 
大人 3,140 円→2,270 円、小人 1,680 円→1,320 円 

※未就学児は無料
●お宝の「ちょう」を見つけてスタンプを押すと、「は
なかっぱポストカード」と「ひまわりの種」をプレゼ
ント!! ※お子様限定 
●市内ご宿泊の方に“島の食堂”でのお食事時、お子
様（小学生以下）に「ところてんデザート」をサービ
ス!! 
●初島にある施設「島の湯」と冒険気分いっぱいの
「SARUTOBI」の利用料を割引 

はなかっぱ島(初島) 

主な特典 

はなかっぱ号（熱海港発） 

4.12（金） 
全国ロードショー 

○C 2013 あきやまただし／映画はなかっぱプロジェクト 

３月２０日（祝）～４月７日（日） 

５月１９日（日） 雨天決行、荒天中止 

地図とコンパスを片手に熱海をめぐる 
 “ﾌｫﾄﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ NIPPON IN 熱海 2013” 

◆お問合せ 熱海市観光課 TEL 0557－86－6191

ロゲイニングとは・・・ 
 コンパスと開始直前に配られる地図を頼りに、決
められた制限時間内で、点数の違うチェックポイン
トを発見し、その合計点を競う競技。今回はグルー
プ単位で、フォトロゲイニングとしてチェックポイ
ントの写真（携帯電話・デジカメ等）を撮影して回
ります。ポイントを稼いで商品をゲット!! 

スタート：5 時間の部 10:00，3 時間の部 10:10 
参加単位：1 チーム 2～5 名 
参加費用：大人（高校生以上）5 時間の部 3,500 円, 

〃     3 時間の部 3,000 円, 
中学生以下    両部門共に 1,000 円 

募集人員：600 名 
詳  細：3 月中旬に募集開始予定 

熱海産の食材が楽しめる!!  
わかめ・ところ天・海産物など 

●多賀わかめ祭り 
 日時：3 月 2 日(土)～4 日(月) 

9：00～15：00 
 会場：長浜海浜公園 
 ◆お問合せ 多賀観光協会 TEL 0557－67－2255 

●初島ところ天祭り 

日時：5 月 1 日(水)～5 日(日祝) 
   9：30～16：00 
会場：初島港特設会場 
◆お問合せ 初島区事業協同組合 TEL 0557－67－1400 

●網代かっちゃくれ浜市 
<海産物＆B級グルメ＋ステージ> 
日時：5 月 4 日(土祝) 
   9：30～15：00 
会場：網代港埋立地 
◆お問合せ 実行委員会  聞間（ききま） TEL 090-3477-8191 

    徳川将軍に献湯する際の 
道中祈願を再現 

“湯かけまつり” 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

10･24 日 日曜朝市 （渚小公園） 

20～24 日 Atami Art Week（市内３カ所） 

23･24 日 ながはま特設市（長浜海浜公園）

23～4/7  熱海城 桜まつり（熱海城） 

14～16 日 伊豆山神社例大祭（伊豆山神社）

 

3･4 日 ふれあい産業まつり （親水公園）

4･5 日 春のそれ伊豆山伊勢海老磯まつり 

  （うみのホテル中田屋前）

GW 中 伊豆湯河原温泉鯉のぼりまつり（泉公園）

19 日  南熱海アクアスロン大会（長浜海浜公園）

◆お問合せ  伊豆湯河原温泉観光協会  TEL  0465－62－5135 

５月２５日（土）１９：００～２１：３０ 

５基の御輿が温泉を浴び
ながら、温泉街を練り歩く
というもの。 
 湯かけまつり女性神輿体
験ツアーも大変好評で、今
年でもう 18 回目を迎える。
 メイン会場の湯河原観光
開館前広場とフィナーレ会
場の熱海泉公園では、更に
湯がかけられ迫力満点!！ 

◆お問合せ  熱海市観光課  TEL  0557－86－6192
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－ 今日は熱海芸妓見番で、隆盛 金太郎 お姐さんにお話を伺います。 
  こんにちは。まず、見番って何をするところなんですか？ 
 

金太郎 私たちの組合のある場所でもあり、お稽古をする場所でもあり、発

表の場でもあるんですよ。土日は「華の舞」のように舞台をお客さまに見て

いただいたり。お稽古は８人の先生が月に５回いらっしゃるんですが、小さ

なお部屋がたくさんあるので、踊りのお稽古をしたり、お三味線やお茶・お

花・鳴物のお稽古をしているんですよ。 

この小さいお部屋はお稽古だけでなくて、舞台がある時は控え室の役割も

しています。お客様には開放してないですけど、見番には温泉もあるんです。

行事が終わったあとに、温泉に入って帰る芸妓さんもいらっしゃいますよ。 
 

－ ところで、金太郎さんはお休みの日はここに行くとか、お気に入りの場   
所はありますか？ 

 

金太郎 錦ヶ浦に「花の妖精」っていうお店があって、そこから臨む景色は

まさしく絶景なんです。晴れた日にガラス越しに海（相模湾）が一望できて、

錦ヶ浦の切りたった断崖の景色を見ると気分がスカッとするんですよね。ここでティータイムを過ごすと、ほんと

にくつろげるので、すごく気に入っています。 

 あと、熱海の海岸沿いはすごく気持ちいいですよね。あのマリーナ沿いの親水公園（ムーンテラス・スカイデッ

キ・レインボーデッキ）を散歩するのが、本当に気持ちいいんですよ。本当は朝早く起きて海岸沿いを散歩したら、

もっと気持ちいいかもしれませんね（笑） 
 

－ もうすぐ、春本番ですが、春のお気に入りってありますか？ 
 

金太郎 3 月になったら、絶対に「熱海城のさくらまつり」に行って、お花見をします。あそこの桜はすごくきれ

いですね。いろいろなお店も出るし、街中からも近いから、出前を頼んで宴会できるのも、すごく面白いですよね。 

 桜と言えば見番前のしだれ桜もすごくきれいなんですよ。いつもは４月末の「熱海をどり」までもたないけれど、

今年は少し寒いから開花も遅れて「熱海をどり」まで、花がもつかもしれませんね。 
 

－ そういえば、金太郎さんてお名前は、覚えやすくて良いお名前だと思うのですが、芸妓さんのお名前ってどの
ようにつけられるのですか？ 

 

金太郎 だいたい、置屋のお母さんと本人が話し合って決めます。置屋によっては、○○千代とか初○○とか、抱

えている芸妓さんには統一の字を使うところもありますし、そうではないところもあります。うちの置屋は、○○

太郎なんです。私は桃太郎が良いなと思っていたんですけど、他の置屋さんで名留めになってまして、お母さんが

「金子さん」だったので、金をもらって「金太郎」という名前になったんですよ。 
 

－ お客様に聞かれて、オススメする観光スポットってありますか？ 
 

金太郎 それは、もちろん芸妓見番ですよ（笑）。土日でしたら華の舞をご案内しますし、平日でもチェックアウト

後少し時間があるようでしたら、お稽古の様子をご覧いただくことをご案内します。 

そうそう、初島もいいですよね。熱海から船で少し離れただけなのに、非日常感というか、気分がはしゃぎます

よね。海産物も新鮮で美味しいし。いつもはお客さまと一緒に行って２時間位で帰ってきてしまうので、島の奥に

あるハンモックで晴れた日に、日がなのんびりしてみたいですよね。なかなか忙しくてできないんですけれど（笑）。 
 

－ 今、食の話がでましたけれど、常連さんのみぞ知るっていうお気に入りのメニューってありますか？ 
 

金太郎 コーヒーハウス「茶々（ちゃちゃ）」のドライカレーですね。普通に頼むとドライカレーに目玉焼きが載っ

てくるんですけど、私の場合はこれにカレーをかけてもらうの。カレー味が倍増してたまらない。実はこれ、昔は

メニューにあったんですけれど、無くなっちゃってさびしいなと思って、「カレーかけてくれる？」って頼んだら、

カレーをかけてくれて・・・。私の大好きな裏メニューです。最近はマスターからカレーかけるって聞いてくれる

ようになったんですよ（笑）。それにここのソーダー水は、自分の好みで濃さが変えられるように、シロップが付い

てくるんです。メロン味とイチゴ味があるんですけれど、どちらもオススメです。 
 

－ すごく、美味しそうですね。早速、裏メニューを頼みたくなりました。 
今日は本当にありがとうございました。 

熱海歴２３年 金太郎お姐さんのココスキ!! 
   春は熱海城でお花見、親水公園もお気にいり 

隆盛 金太郎 さん 
熱海芸妓組合広報室 
熱海歴２３年 


