
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.ig.jp 

 

 

 

【特集１】観光プロモーション動画「ほっとするね、私の熱海」公開中！・・Ｐ２ 

 只今公開中の、熱海の魅力を発信する、観光プロモーション動画「ほっとするね、私の熱海」 

についてご紹介します。これを見たら熱海に行きたくなります！ 

【特集２】旬な熱海♪・・Ｐ３ 

「＃わたしの熱海」インスタグラムフォトコンテストの開催など旬な熱海の情報をお届けします！ 

【イベント】７月・８月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇熱海海上花火大会 

◇熱海サンビーチウォーターパーク 

◇熱海こがし祭り山車コンクール 

 

【熱海のココスキ!!】「安心、安全、ほっとする熱海」・・・Ｐ５              

熱海警察署長の奥田交治さんに、熱海市の安心、安全なまちづくりについてお話しを伺いま

した。 

VOL.16 2017 . 6 月号 

２ 

右の写真は、Ｐ２でご紹
介している「ほっとする
ね、私の熱海」動画公開中
の写真です。 

編
集
・発
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青い海、美しい山、癒しの温泉、美味しい食事、熱海に来るとなんだかほっとする・・そんなほっとする私

だけの熱海に行こう！なんて、ついつい熱海に行きたくなってしまう動画を公開中です。 

今回の特集は、熱海の魅力を発信する観光プロモーション動画「ほっとするね、私の熱海」についてご紹介

します。 

意外と熱海プロモーションムービー公開中！ 

今年 4 月に熱海市制 80 周年を迎えたことを機に、「意

外と熱海」の観光プロモーション動画「ほっとするね、

私の熱海」を公開しています。2 人の女性が、熱海のさま

ざまな場所を訪れ楽しみながら、癒されている様子が感

じられます。意外と熱海って良いよね～、意外と癒され

るよね～など意外とイケている熱海へ、ついつい行きた

くなってしまう動画です！ 

 

曲はウクレレ調の熱海市歌 

坪内逍遙が熱海の魅力をつづった歌詞！ 

 バックグラウンドミュージックは、坪内逍遙

作詞の「熱海市歌」です。逍遙が晩年を過ごし、

暖かい熱海で穏やかな海や温泉に癒され、つづ

ったものだと分かる熱海愛に溢れた詞は、まさ

にこの動画にピッタリの歌詞です。また、ウク

レレのアレンジで聞いてみると、常春熱海の魅

力がいっそう広がりほっこり穏やかな気分に

なる、何度も流してしまいそうな、クセになっ

てしまう曲です。 

 熱海市歌 歌詞 （１番） 

♪真冬を知らざる常春熱海♪真夏も涼しき秋の海辺に♪千歳を湧き湧くくすしきいで湯♪ 

病めるも怠り憂いも忘る♪ああこの楽土は我らが住む町♪ 

 

国内外に向けて熱海の魅力を発信します！ 

熱海市民に親しまれ、歌い継がれてきた歌とともに、熱海な

らではの魅力が凝縮された動画を全国そして世界の皆さんに

発信できますよう、是非インターネット動画をご覧いただき拡

散（シェア）していただければと思います！ 

■プロモーション動画 概要  

【タイトル】「ほっとするね、私の熱海」（1分 58秒） 

【ＢＧＭ】熱海市歌／坪内 逍遥 作詞 弘田龍太郎 作曲 

【  歌  】はるた ゆう 

【ロケ地】サンビーチ、家康の湯(足湯)、來宮神社、 

パインツリー、まさる、ネグローニ、熱海城他 

ほっとするね、私の熱海♪ 
 

＜お問合せ＞ 観光推進室 ０５５７－８６－６３７０ 

 

意外と熱海プロモーションムービー 

 

意外と熱海プロモーションムービー

 

検索 



 

 

  

  

   

市制施行 80周年を記念して、インスタグラムフォトコンテスト

を開催します。募集する写真のテーマは、「わたしの熱海」。大好

きなもの、思い出の場所、誰かに教えたいおすすめのもの。写真

に収めて、タグ「#わたしの熱海」を付けて Instagram に投稿して

ください。たくさんの応募をお待ちしています！ 

■応募期間 ９月 30日(土)まで 

■賞品 グランプリ １名 ＪＴＢ旅行券 15万円分 

準グランプリ ２名 ＪＴＢ旅行券６万円分 

佳作 ３名 熱海の名産品詰め合わせ 

☆受賞作品は、広報あたみ紙面で紹介予定です。 詳細は、熱海市ホームページをご覧ください！ 

＜お問合せ＞ 広報情報室 ０５５７－８６－６０７０ 

 

２０１７熱海・初島水中写真コンテストを実施します。ダイビ

ングのメッカである熱海・初島の水中写真を募集し、熱海の美し

い海を広くＰＲします。たくさんの応募お待ちしています！ 

■応募期間 7月 10日(月)～11 月５日(日) 

■対象写真 熱海・初島の海中で撮影された作品で未発表かつ発

表予定のない作品 

■応募方法（１）オンライン投稿→あたみニュースＨＰから 

     （２）紙焼き写真→熱海市観光協会へ（郵送・持込） 

■賞品 グランプリ １名 熱海温泉ペア宿泊券 

     ワイドアングル賞 1名、マクロ賞１名、ゲレンデ賞３名 熱海・初島・伊豆山ダイビングペア招待など 

その他の賞 数点 名産品など 

＊詳細は「あたみニュース」ホームページをご覧ください！ 

 

 

 

市制施行８０周年を記念して４月に刊行した「熱海温泉 

誌」（発行：熱海市）が売れ行き好調につき増刷することに 

なりました。発売以来、「表紙がきれい」「情報満載」「読み 

やすい」などと好評をいただき、通販サイト Amazonの部門 

別ランクの上位をキープするなど話題になっています。 

熱海の温泉の歴史を、項目テーマ別に幅広い分野の専門 

家や研究者らが紹介する 1冊です。温泉好き、熱海好き、 

歴史好きの皆さま、ぜひ、ご覧ください！ 

●熱海市立図書館、全国の書店、Amazonなどで発売中 

●定価 3,240円（税込） 

●Ａ４判、オールカラー、384ページ 

旬な情報 
 

 

売れ行き好調！「熱海温泉誌」増刷します！ 

 

「＃わたしの熱海」を応募して旅行券をもらおう♪ 

♪ 

＜お問合せ＞熱海市観光協会 ０５５７－８５－２２２２ 

 

 熱海の美しい海の写真募集♪ 

＜お問合せ＞ 熱海温泉誌作成実行委員会 ０５５７－８６－６４０８ 

 

 

あたみニュース 検索 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熱海の夏は市内各地で花火大会が開催されます。 
 熱海の花火は、眼前から打ち上げられるので、 
光の花だけでなく体中に響く音も魅力的です。 
＜開催場所・日時＞ 
 ○熱海湾： 

７/23･28、８/５･８･18･20･24 20:20～20:50 
○伊豆湯河原：７/29 20:20～21:00 
○伊豆山：８/３ 20:20～20:50 

    ８/22 20:45～21:00 
 ○伊豆多賀：８/12 20:20～20:40 
 ○網代：８/16 20:30～20:50  
 〇初島：７/２ 20:00～20:15 

８日～８月 27 日 市内海水浴場海開き（熱海サ

ンビーチ・長浜海水浴場・網代温泉海水浴場） 

23 日 マリンフェスタ・アタミ 2017（親水公園） 

24 日 網代ベイフェスティバル(網代港埋立地) 

29 日 ゆがわらサンバパレード＆伊豆湯河原温 

泉納涼花火大会（泉公園） 

31 日 海辺のあたみナイトマルシェ（親水公園） 

１日～４日 あたみビール祭り(親水公園) 

４日 夏休み能楽サークル（MOA 美術館能楽堂） 

14･15 日 網代温泉ふるさと祭り（大縄公園） 

16 日 百八体流灯祭（多賀湾） 

21･22 日 伊豆山温泉さざえ祭り（伊豆山海岸） 

 

   

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

８
月 

７
月 

迫力満点！夏の夜空を彩る 
「熱海海上花火大会」 

 花火と一緒に楽しめる 
伊豆多賀 ながはまビールフェスタ 

 暑い季節に外で飲む冷た
いビールは最高！うみえー
る長浜では、冷たいビール
やソフトドリンク、網代イ
カメンチや新鮮な海の幸を
使ったつまみをご用意して
います。会場では、ステー
ジイベントも行われまた当 

８月 12日(土)・16 日(水) 17:00～21:00 

海上の巨大アスレチック 

熱海サンビーチ ウォ～タ～パ～ク 

 

来宮神社例大祭 
「熱海こがし祭り山車コンクール」 

７月 15日(金)・16 日(土) 18:30～ 

ｎｉｔｉ日 

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

パワースポットとして名高い來宮神社の例大祭の

一環として、毎年 15・16 日に熱海こがし祭り山車コ

ンクールが開催されます。 

国道 135 号線を交通規制し、30 数基の山車が集結

します。街中がお祭り一色に染められます。 
 

◆お問合せ 多賀観光協会  TEL 0557－67－2255 

 

 

７月・８月開催 

ｎｉｔｉ日 

７月 22日(土)～８月 27日(日) 

ｎｉｔｉ日 

 熱海サンビーチ海上に設置されるビーチアトラク
ション「ウォーターパーク」が今年も開設されます！
約 40ｍのビーチアスレチックで、滑り台など約 20 種
類のエア遊具があり、お楽しみいただけます！ 
 
対象年齢：小学生以上（小学 3年生以下は保護者同伴） 

利用時間：午前 10時から午後 4時までの１時間単位 

利用料金：１回１時間あたり高校生以上 1,500円 

中学生以下 1,000円 

 ◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

 

日、12 日は伊豆多賀の花火大会、16 日は、網代の花火大
会が開催されます。花火と一緒にビールフェスタをお楽
しみいただけます！ 
ール 



 

 

 
 

－熱海市は、交通死亡事故ゼロ連続 550 日以上を継続しています。安心、安全なまちづ

くりについて、熱海警察署長の奥田交治さんにお話しを伺いました。 

－交通死亡事故ゼロ継続について （６月 26 日時点 578 日継続） 

 奥田 交通死亡事故ゼロは、平成 27年 11月 27日から開始し平成 29年 4月 10日で 500

日を達成しました。それに伴い、熱海市は、静岡県交通安全対策協議会（会長・静岡県

知事）から交通安全優良市として表彰を受けました。観光客が増える中、継続されてい

るのは、何より住んでいる人、関係機関、事業所などの皆さんの交通安全に対する意識

が高いからではないかと思います。全国屈指の観光地、安心安全の街として皆さんと連

携を取りながら、今後もこの記録をさらに伸ばしていきたいです。 

－熱海警察署長に就任して 

    からの熱海の印象は？ 

奥田 熱海駅を降りるとまず空気感が違います。熱海に一歩足

を踏み入れるとほっと落ち着く、癒される感じがします。心を

穏やかにしたい、リフレッシュしたいなど足を運ばせる要素が

熱海にはたくさんあると思います。熱海を訪れると、ほっとし

た気持ちで過ごせるから、荒い運転が減ったり犯罪が自然に抑

止されたりするのだと思います。それらが安心、安全な熱海に

自然と繋がっていっているのではないでしょうか。 

 

－夏休みシーズンの交通安全の取り組みについて 

奥田  夏休みシーズンは、観光客も増え、年間を通して最

も交通量が多くなり交通事故も多く発生する時期です。特

に国道 135 号線での追突事故が多いです。警察官、パトカ

ーを積極的に街頭に出し、「見せる」警戒や指導、取り締ま

りを実施します。また、交通死亡事故ゼロの日が 500 日以

上継続している街ということも積極的に周知し、観光客の

人たちにも交通安全意識をもっていただければと思います。 

 

－熱海市の安心安全な街づくりとは 

奥田  ほっとする街というのは、すぐにできるものではありません。今ある熱海市の安心、安全な街づくりは、昔か

らの伝統であったり、地域の繋がりや絆を大切にしてできたものだと感じています。熱海市の人たちが培ってきた安

全、防犯意識の高さを今後も引き継ぎ、さらに観光客の人たちにも伝えるといった流れ

を市民の人たちが自ら創りあげていくことが大事だと思います。安心、安全、ほっとす

る街という熱海の魅力を求め、多くの人たちが集まってほしいと思います。 

－最後に、奥田さんの“熱海のココスキ！”ということがありましたら教えてください 

奥田
お く だ

 交
こう

治
じ

 さん 

熱海警察署長 静岡県交通安全対策協議会会長表彰伝達式 

熱海サンビーチ 熱海サンビーチ 

夏のシーズン多くの人で賑わうサンビーチ 

 

伊豆山 走り湯 

 

奥田 昔の名残りを探すのが好きでよく散歩をしています。人車鉄道の路線で、現在の

大江戸温泉物語ホテル（人車鉄道熱海駅舎跡）から聚楽ホテルに行く細い道は、昔の石

垣が今だに残っているので、そこを歩くのも好きです。あとは、伊豆山の走り湯に行き、

足湯に浸かるのが好きです。足湯に浸かりながら見える相模湾と初島は最高です。熱海

は、まだまだ見るところが多いと思いますので、色々と歩きながら探検したいです。 

安心、安全、「ほっとする」熱海 


