
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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】初心者もベテランも楽しめる海釣り施設 ・・・Ｐ２ 

  貸し竿や個人レッスンなども充実。市街地を望みながら海釣りが楽しめる 
 「熱海港海釣り施設」をご紹介します。 
【特集２】世界バラ会連合優秀庭園賞を民間で初受賞したガーデン・・・Ｐ３ 

  熱海にバラの名所があるのをご存知ですか？６月に世界バラ会連合優秀庭園賞を民間で 
初受賞した「アカオハーブ＆ローズガーデン」をご紹介します。 

 
 
【イベント】９月～１１月の主なイベントをご紹介・・・Ｐ４ 

◇熱海梅園もみじまつり  
◇ＭＯＡ美術館「触って、見て、聴いて、大宇宙を感じる全天周体験アート」が出現 
◇網代ひものまつり 

【熱海のココスキ!!】「この子たちがきれいに咲いてくれるのが励み」・・・Ｐ５

  ６月に世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞したアカオハーブ＆ローズガーデン園芸スタッ

フの山本さんに秋バラの魅力を伺いました。 

VOL.10 2015 . 8 月号

右の写真は、Ｐ２の「熱
海港海釣り施設」でご紹介
している海釣り。 
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秋といえば、文化の秋など、いろいろあるけれど、やっぱり食欲の秋と言う人も多いはず。たまには、自分で釣った魚

を食べてみたいと思いませんか。今回の特集では、初心者からベテランまで海釣りが楽しめる『熱海港海釣り施設』をご

紹介します。 

 熱海港海釣り施設 

熱海港海釣り施設は対岸に市街地を

望みながら海釣りができるロケーション

の良い施設です。交通アクセスも良く、竿

やエサ、バケツなどが入園料とセットに

なった料金設定もあるので、手ぶらで海

釣りが楽しめます。団体の観光客の皆さ

んが事前に予約をして、宿泊の翌日に海

釣りを楽しむ姿もよく見られます。 

この施設では、秋にはソウダガツオ、

イナダ、シマアジ、カンパチ、真鯛、黒鯛、

メジナ、イワシなど、多くの魚種を釣るこ

とができます。 

釣った魚は提携しているすし店や和

食処で店舗メニューを注文すれば調理

してもらえるので、自分やご家族が釣った魚を堪能していただけます。魚嫌い

だった子どもが、自分で釣った魚を調理してもらって食べて、魚を好きになっ

たという話が聞かれます。 

アクティブに魚を釣った後には、提携している温浴施設「マリンスパあたみ」

で、温泉やジャグジーで身体を癒してみてはいかがでしょうか。 

また、１０月３１日（土）・１１月１日（日）には、海釣り施設の隣接地である熱海港 

７．５（ななはん）岸壁で、第５回「熱海おさかなフェスティバル」を開催。貸し竿・

エサつきで気軽に参加できる「船釣り体験（有料）」や自家製の干物をお土産

にできる「干物づくり体験教室（有料）」など、楽しいイベントが盛りだくさん。

浜焼きコーナーや、地元飲食店などの出店もあるので、ぶらっと寄ってみるの

も楽しいひと時です。熱海駅からシャトルバスも運行されます。 

 

●熱海港海釣り施設詳細 

所在地： 静岡県熱海市和田浜南町１６９４－３２ 

開園時間： （夏時間）４月～１０月は６：００～日没  

（冬時間）１１月～３月は７：００～日没 

休園日： 毎月第３水曜日 （強風・高波などの悪天候により休園する場合あり） 

  ※花火大会開催日は休園するので、花火開催月は第３水曜日開園 

料 金： 大人 300 円、中学生 200 円、小学生 100 円、小学生未満無料  

※団体（20 人以上）、見学のみなどの料金設定あり 

 

＜お問い合わせ＞  熱海港海釣り施設 ＴＥＬ０５５７－８５－８６００ 

初心者もベテランも楽しめる海釣り施設 
         



 

 
 
 

熱海にバラの名所があるのをご存知ですか。３年に１度開催される世界バラ会議において、世界バラ会連合優秀庭園

賞を佐倉草ぶえの丘バラ園、京成バラ園（民間初受賞）と共に受賞したアカオハーブ＆ローズガーデン（民間初受賞）を

ご紹介します。 

アカオハーブ＆ローズガーデン 

 アカオハーブ＆ローズガーデ

ンは、入園するとまず園内バスで

一番上まで移動し、降車した後は

１２のテーマガーデンをのんびり

散歩しながら下るという自然の

地形と調和したガーデン。6００種

４０００株のバラが植栽されてい

るほか、四季折々のハーブや多

年草・宿根草も植栽されているた

め、オールシーズン花を楽しむこ

とができます。 

また、ガーデンを巡っていると花々の合間に太平洋が一

望できるのも高台にあるアカオハーブ＆ローズガーデンな

らではの魅力です。 

 １０月１１日にはアカオハーブ＆ローズガーデンに世界バラ

会連合の方々が来園され、優秀庭園賞のプレート贈呈式が

執り行われる予定です。 

秋バラの魅力   

園内のバラの最盛期は５月下旬から６月中旬ですが、バラ

通（つう）の人は秋バラ（１０月下旬から１１月中旬）にも熱いま

なざしをおくります。秋バラは花数は多くないものの、花の

色が濃く香りが強いのが特徴。秋はバラのほか、艶やかな

ダリア、可憐

なフロックス、

ノボタン、セ

ージなどが

ガーデンを彩ります。 

 また、この時期は「秋のガーデン＆スイーツ」を開催。小布施とコラボレ

ーションした栗やりんごをテーマとしたスイーツも楽しめます。 

 

＜お問い合わせ＞アカオハーブ＆ローズガーデンＴＥＬ０５５７－８２－１２２１ 

世界バラ会連合優秀庭園賞を民間で初受賞したガーデン 

秋バラ「フェアリー」 

海を臨むガーデン 

マロンのアイス 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早咲きの梅が開花する熱海梅園は、日本一遅い紅
葉が見られるスポットとしても知られている。 
 期間中は、熱海温泉が楽しめる「足湯」や、夜の
幻想的な風景が楽しめる「もみじライトアップ」も
オススメ。 

11/14(土)･21(土)･28(土)･12/4(金) 

◆お問合せ  熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

5･6 日 ｱﾀﾐｱﾛﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(親水公園) 

26 日 秋季海上花火大会(熱海湾) 

27 日 仲秋の名月伊豆山歌会(伊豆山神社他) 

10～12 日 アートクラフトフェスティバル

(熱海梅園) 

12 日 秋季海上花火大会(熱海湾) 

22 日 海辺のあたみマルシェ(熱海銀座通り) 

27～29 日 多賀網代文化展(起雲閣） 

28･29 日 お宿グルメフェスタ(長浜海浜公園） 

◆お問合せ 熱海市観光協会  ＴＥＬ 0557－85－2222 

10
月 

９
月 

日本一遅い紅葉が見られる 
「熱海梅園もみじまつり」 

   澤田政廣記念美術館 
         「夜間特別開館」 

◆お問合せ ＭＯＡ美術館 ＴＥＬ 0557－84－2567 

脂ののったアジに舌鼓 
『網代ひものまつり』

１１月１４日(土)・１５日(日)9:00～

◆お問合せ  網代温泉観光協会 ＴＥＬ0557－68－0136 

ものまつり」が開催さ
れる。   

当日は、約５０００
枚のアジの干物が無料
で試食できるので、秋
をアジわってくださ
い!！ 

COSMICLAB は高野山開設 1200 年イベントでプロジ
ェクションマッピングを行った今話題のアーティス
ト集団。この COSMICLAB のプロジェクションマッピ
ングがＭＯＡ美術館の円形ホールにて開催される。  

マッピングタイトルは「SPACE ECHO」。中央に設置
されたドーム型のセンサーに手をかざすと、円形ホー
ルに広がる宇宙空間を楽器のように遊ぶことができ
ます。ぜひご期待ください。 

１１月１４日(土)～１２月６日(日)

◆お問合せ  生涯学習課  ＴＥＬ 0557－86－6231 

11
月 

熱海梅園に隣接している澤田政廣記念美術館では、
熱海梅園もみじまつり開催期間中の土曜日を中心に、
夜間特別開館を実施する。照明に浮かび上がる彫刻の
幻想的な光景をご観覧ください。（入館料有料） 

網代漁港に近い国道沿いには、干物店が連なり土産
物を買う人には名所となっている。この特産の干物を
堪能していただこうと、ＪＲ網代駅から徒歩５分、国
道１３５号に面している大縄公園において、「網代ひ

「触って、見て、聴いて、大宇宙を感じる 
全天周体験アート」が出現 

１１月２０日(金)～２６日(木) 



 

 

 
 

－ 山本さんは、なぜアカオハーブ＆ローズガーデンで園芸の

お仕事をされようと思ったのですか。 
 

山本 私は岐阜県出身で学生のときから園芸を専攻していま

した。先生からアカオハーブ＆ローズガーデンを紹介され、初

めてガーデンを訪れたとき、花の種類も多く景色もきれいで、

一目で気に入ってしまい、ここで働きたいと思ったのがきっか

けです。 
 

－ これだけ広いガーデンの管理はとても大変なお仕事では

ないですか。 
 

山本 確かに夏は暑く冬は寒いので、体力勝負みたいなところ

はあります。開園前に水をあげたり薬をかけたりするので、朝

も早いですね。でも、花が大好きなのですごく楽しい仕事です。

この子たち（花のこと）がきれいに咲いて、お客様に感動して

いただいている様子を見ると、本当にうれしくなります。バラを中心にシーズンごとに宿根草などを工夫しながら

植栽していますので、いつ来ても違う顔のガーデンをご覧いただくことができます。春は若い女性グループ、夏は

ファミリー、秋はグループ旅行の方々などが多く来園されますが、違うシーズンの花を見るためにリピーターとし

て通ってくださるお客様もいらっしゃいますので、さらに試行錯誤しながらお客様にとって魅力的なガーデン作り

に励んでいきたいです。 
 

－ 山本さんがガーデンの植物のことを

「この子たち」と呼ぶのには、すごく愛

情を感じますね。秋バラのオススメを教

えてください。 
 

山本 この子たちは愛情をかけて育てる

と、花期が長くなっているような気がし

ます。秋バラのオススメを選ぶというの

は私にはすごく難しいですね。秋のバラ

というと、フレンチローズ系は良く花が

咲きますし、イングリッシュローズはか

わいい花を咲かせます。アンブリッジロ

ーズという品種はアプリコット色のころ

んとした花を咲かせますので、どれもぜ

ひご覧いただきたいです。 
 

－ 熱海に来て９年ということですが、熱海のココスキ

なのはどのようなところですか？ 
 

山本 熱海の花火大会もすごく好きです。それからサン

ビーチを夜散歩するのもいいですね。特に満月の夜は海

面に光が映し出されて本当にきれいです。通勤時も海沿

いを通っていますが、海沿いの夜の風景は毎日見てもあ

きないお気に入りの風景です。 
 

－ 最後になりますが、アカオハーブ＆ローズガーデン

のバラ以外にも秋の特徴があれば一言ください。 
 

山本 バラ以外にはダリアやフロックスなども咲きま

す。秋のガーデンスイーツも美味しいものがたくさんご

用意してあります。まだまだ楽しいこともたくさん開催されますので、ぜひ一度足を運んでください。 

この子たちがきれいに咲いてくれるのが励み

山本
やまもと

 晴
はる

香
か

 さん 

アカオハーブ＆ローズガーデン 園芸スタッフ９年

アプリコットカラーのバラ 

ムーンロード 


