
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.shizuoka.jp 

【特集１】国内都市部で最大集積の「ジャカランダ遊歩道」完成 ・・・Ｐ２ 

  平成２６年５月末、いよいよジャカランダ遊歩道が完成し、青紫色の花が咲く６月には

完成式典も開催されます。ぜひ、ご注目ください。 
【特集２】今、熱海では ・・・Ｐ３ 

  首都圏から１００キロ圏内に新たな電気自動車の急速充電器を整備 など 
 
【イベント】４月～６月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇熱海ローズフェスティバル２０１４  
◇ほたる観賞の夕べ 
◇初島ところ天祭り 

【熱海のココスキ!!】「集積したジャカランダは熱海の魅力の一つ」・・Ｐ５ 

ポルトガル・カスカイス市から世界三大花木ジャカランダが熱海にやってきた時のエピソ

ードや今年５月末に完成するジャカランダ遊歩道への想いなどについて伺いました。 
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右の写真は、Ｐ２・３・５
でご紹介しているジャカ
ランダ。初夏に青紫色の花
を房状に咲かせます。 
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平成２年７月２日に熱海市とポルトガル・カスカイス市との姉妹都市提携を記念し、熱海に初めて植樹された世界三

大花木の一つ“ジャカランダ”。 

平成 24 年から篤志家の支援により進めてきたジャカランダ遊歩道の整備事業が、平成 26 年５月末に完成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ジャカランダ遊歩道の概要   

熱海市では篤志家の支援を受け熱海梅園の梅、糸川沿いのあたみ桜のリニューアルに続き、平成２４年よりお宮緑地に

ジャカランダ遊歩道の整備を進めてきました。 

遊歩道を整備するお宮緑地は国道１３５号線と海水浴客で賑わうサンビーチに挟まれた延長４３０ｍ、幅１２ｍ～２０ｍの細

長い緑地で、お宮の松付近を除く約４，０００㎡を再整備しています。この再整備事業は椰子の木などの一部の木を移植・

撤去し、約１００本のジャカランダを植栽し国内都市部 大級のジャカランダ遊歩道を整備するというものです。また、合

わせて、長期間緑が続く芝生へ張替え、２カ所ある噴水広場の改修や新たに低花木を中心に草花を加え年間を通じて花

や緑の絶えない景観を演出します。 

平成２５年度末には第１次工期が終了し、お宮緑地の東京側半分にはジャカランダ６０本が既に植栽されました。 

現在（平成 26 年３月中旬）、第２次工期

が進捗中で、ジャカランダや花の植栽が

待たれています。 

平成２６年５月末にはお宮緑地にジャカ

ランダ遊歩道が完成し、６月には完成式

典やジャカランダの先進都市との交流事

業などを開催する予定です。 

既にある親水公園前国道１３５号線山側

のジャカランダと合わせて、「ジャカラン

ダ遊歩道」と位置づけ、熱海の初夏の新

たな観光名所となることが期待されて

います。 

国内都市部で最大集積の「ジャカランダ遊歩道」完成
         

（上）完成イメージ 

（左）第 1 次工期終了後の遊歩道の様子（H25.6 月撮影） 



 

熱海市におけるジャカランダの歴史  

熱海市初のジャカランダは、平成２年７月２日にカスカイス市との姉妹都市提携記念として、カスカイス市使節団により

熱海にもたらされ、当時のカスカイス市長と熱海市長により熱海梅園に２本記念植樹されました。このジャカランダのう

ち１本が平成４年にお宮緑地の現在の場所に移植されました。この記念樹が平成１１年６月に初めて青紫色の花を咲かせ、

今では１５ｍほどの高木に成長し友好の架け橋の一つとなっています。 

また、平成１２年には親水公園前の国道 135 号線山側へ新たに２４本のジャカランダが植栽され、当時、この規模で植栽

されているジャカランダは国内では珍しかったようです。さらに、平成２０年には市民満足度委員会が１本植栽し、ジャカ

ランダ遊歩道整備前には海岸沿いにジャカランダは計２６本となりました。 

遊歩道整備期間中の平成 25 年には長崎県雲仙市小浜町より５本のジャカランダの寄贈を受け、海岸沿いの親水公園

に植栽されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ジャカランダってどんな木？ 

 世界三大花木（カエンボク・ホウオウボク・ジャカランダ）の一つ。 

中南米原産の低高木で約 50 種類くらいが知られている。ノウゼンカズラ

科の落葉樹で、葉はシダに似た複葉、花は一般的に青紫色または青色の花

をつける。 

ジャカランダの日本での認知度は、海外のリゾート地への渡航者の増加

に伴って広がりつつあり、熱海では６月頃に、青紫色の花を咲かせる。 

◆熱海市、熱海市役所隣接地購入へ 

（平成 26 年 2 月議会にて議決） 

熱海市は、市街地に位置し熱海市役所と市道を一本隔て

た隣接地を平成２６年度予算で取得することが、平成２６

年２月議会にて議決されました。 
４月以降、当面は市役所公用車などの駐車場として暫定

的に利用する予定ですが、市役所施設と一体的な利活用が

できることから、今後は市民が集う場所（図書館・ホール

など）としての活用を検討していきます。  

◆東京から 100km 圏内の地に電気自動車急速充電器を設置

熱海市は、公益財団法人熱海市振興公社と連携し、電気

自動車の急速充電器の設置を推進しています。 
このたび、東京から 100km の距離にあり、伊豆半島の

玄関口の地ともなる長浜海浜公園に急速充電器が設置さ

れ、平成２６年３月８日より供給が開催されました。 
設置場所は伊豆半島東海岸を南下する国道 135 号線沿

いにあり、特設市やイベントが開催されるほか、夏季は海

水浴場として、一年を通じて賑わいのある場所です。 
今後も、多くの電気自動車所有者の来訪と共に周辺観光

地の回遊の拠点となることを目指し、推進していきます。



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガーデンの花々が一斉に開花を始める春。熱海ロ
ーズフェスティバルにはバラはもちろんのこと、ガ
ーデンガイドツアーやバラのマルシェなどいつ来て
も楽しめるイベントがいっぱいです。 
会場：アカオハーブ＆ローズガーデン  
料金：当日券 大人 1,000 円,小学生 500 円,幼児無料
（5/15～6/10 は 大人 1,200 , 小人 600 円） 

３月２８日(金)～７月１８日(金) 

６月上旬～中旬  
19:00～21:00 

幻想的な光景を楽しむ 
「熱海梅園初川清流 ほたる観賞の夕べ」

 梅の名所として知られる熱海梅園
内の清流初川で、ほたるが舞う幻想
的な光景が見られます（無料）。 

貸切タクシーで巡るナイト周遊プ
ラン（有料）で熱海の夜を巡るのも
オススメ。 

◆お問合せ  熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

3/21～6 日 熱海城 桜まつり（熱海城） 

2 日 マリンスパあたみリニューアルオープン 

（マリンスパあたみ）

10 日 熱海市新庁舎完成内覧会（熱海市役所）

12 日 春季海上花火大会（熱海湾） 

28･29 日 熱海をどり（熱海芸妓見番） 

4･5 日 春のそれ伊豆山伊勢海老磯まつり 

（伊豆山海岸）

24 日 湯かけまつり（泉公園) 

7･8 日 TAKATA-FESTA in 熱海（親水公園）  

◆お問合せ  姫の沢公園施設事務所  TEL 0557－83－5301 

５月３日(土)・４(日) 10:00～16:00

◆お問合せ 熱海市観光協会  TEL 0557－85－2222 

５
月 

４
月 

600 種 4000 株のバラがお出迎え 
「熱海ローズフェスティバル 2014」

◆お問合せ アカオハーブ＆ローズガーデン  TEL 0557－82－1221 

熱海初開催!!  

「春のあたみビール祭り」

アスレチックに挑戦! ツツジも満開！ 
「姫の沢公園花まつり」

 日本の都市公園 100 選
にも指定されている姫の
沢公園。この時期は全体が
濃いピンク色のツツジで
埋め尽くされ、たくさんの
鯉のぼりが泳ぐ風景が見
られます。 

また、園内にはアスレチ
ック（無料）も常設されて
おり、子どもからアクティ
ブな学生さんにもオスス
メです。

４月２６日(土)～５月６日(火祝) 

６
月 

◆お問合せ  熱海市観光協会 
TEL 0557-85－2222 

 華の熱海アート＆ピクニック 
    「ＭＯＡ美術館庭園無料開放」 

４月１１日(金)～７月６日（日） 

◆お問合せ  MOA 美術館  TEL 0557－84－2511 

春暖の中で乾杯!! 
会場：渚親水公園 
   レインボーデッキ 

MOA 美術館では、相模湾を望
む館内の絶景ポイントである庭
園を期間中無料開放し、お弁当
を広げてピクニック気分を楽し
んでいただけます。 

また、琳派や浮世絵など華を
テーマとした期間展示も開催さ
れます（有料）。 
【右図】重文「婦女風俗十二カ月図」 

のうち五月蛍火図 勝川春章 

 

熱海港から 25 分のﾘｿﾞｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 
「初島ところ天祭り」 

５月１日(木)～５日(月祝) 9:30～16:00

◆お問合せ  初島地区事業協同組合 TEL 0557－67－1400

熱海港からフェリーで
25 分。静岡県内唯一の離
島である“初島”で、毎年
多くのお客さんが訪れる
イベント。 
 島には周遊道路もあり、
島内の灯台や往復の船か
らは、富士山が見えるのも
魅力です。 

江戸の華 琳派展 4/11(金)～5/7(水) 
近代日本画の華 竹内栖鳳展 5/9(金)～6/11(水) 
浮世絵の華 春章「婦女風俗十二ｶ月図」と「雪月花
図」6/13(金)～7/6(日) 

※イメージ 



 

 

 
 

－ 今年（平成 26 年）の５月末に、お宮緑地に世界三大花木の一つ“ジャカ

ランダ”の遊歩道が完成します。桜井さんは熱海に初めてジャカランダが植

樹された際に深い関わりがあると伺ったのですが教えていただけますか？ 
 

桜井 昭和 62 年にポルトガル・カスカイス市より熱海市と姉妹都市提携を結

びたいとの申し出があり、熱海市では平成２年にカスカイス市へ調査団を派

遣することになりました。 

その頃、私は市役所の

企画課で企画調整係長と

して在職していたことか

ら、収入役を団長に市議

会議員２名と私を含めた

職員２名が調査団として

平成２年１月５日～14 日

までの 10 日間カスカイス市などを訪問したわけです。初めての

海外だったのでとても緊張しました。カスカイス市は大西洋に

面したリゾート地で、首都近郊にあることや漁港から発展した

点など、熱海との共通点も多い都市でした。 

平成２年７月、熱海市にて姉妹都市提携を締結する運びとなり、その記念

に熱海梅園でダルジャン カスカイス市長と内田 熱海市長が、カスカイス市

や亜熱帯地方で街路樹としてポピュラーなジャカランダの苗木を植樹しま

した。実はこの時、私ともう一人の職員が成田空港まで使節団の持ってきた

ジャカランダの苗木を受け取りに行きました。70cm くらいの長さで親指く

らいの太さくらいのジャカランダ２本でしたが、成田空港の検疫でひっかか

ってしまい、根から土をきれいに洗って落とし、やっと検疫を通って水を張

ったバケツに入れて持って帰ってきたという思い出があります。 
 

－ 70 ㎝だったジャカランダも今ではずいぶん大きくなり６月には青紫色

の花を咲かせます。初めて熱海に植樹されてから四半世紀経ち、いよいよジ

ャカランダ遊歩道が完成しますが、どのようなお気持ちですか。 
 

桜井 今ではお宮緑地に移植され 15ｍくらいになりましたが、すぐに花が咲いたというわけではありません。ジャ

カランダは日本にない珍しい魅力的な花木で、花が咲くまでは市民の皆さんにはその魅力がなかなか伝わりません

でした。平成 11 年６月に初めて花が咲いたときは、本当に魅力的な花だなと改めて感じたものです。今、それが

さらに集積されてジャカランダ遊歩道として整備され、熱海の一つの魅力になるというのは、本当に素晴らしいこ

とだと思います。ただ、まだ日本では新しい花木のため管理方法が確立されていないので、それをしっかり研究し

て良い管理をしてもらいたいなと思います。花がぱ

っとつく時もあるけれど、まだまだ未知の部分が多

いので、ノウハウを蓄積してしっかりあたみ桜や熱

海梅園の梅のように PR できるようになればいいな

と思います。 

 

－ 最後に、熱海生まれで熱海歴も長い桜井さんの、

“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。 
 

桜井 伊豆山稲村の自宅から寝転がっていても見

ることができる日の出の景色です。房総半島や三浦

半島も望めます。毎年、天気がよければ海から昇る

初日の出も部屋で見ることができ最高です。 

集積したジャカランダは、熱海の魅力の一つ

桜井
さくらい

 優
まさる

 さん 

現 熱海市社会福祉協議会会長 
元 熱海市副市長 

当時のカスカイス市の風景 

記念植樹の様子（広報紙より） 

記念植樹された現在のジャカランダ(H25.6 月) 


