会

広

熱海の美味しい海の幸をその場で焼いて食べられる「浜焼きコーナー」、熱海市内飲食店による出店の
他、遊覧船 サンレモ・モーターボート ピッコラに 2 日間限定の特別料金で乗船できます。
また、11/1（日）は、近くの渚小公園にて「集まれあたみ防衛隊」も開催。ヒーローショーをはじめ、
警察や消防、自衛隊関連の展示ブースも設けられます。

⛴遊覧船サンレモ⛴

🐟浜焼き🐟
※事前予約不可

⛴モーターボートピッコラ⛴

親水公園
イベント
広場

・1 テーブル 4 席
（全 30 テーブル 120 席）

・浜焼き食材セット 2,000 円
（購入後、ばら売り販売あり）

問合せ／0557-85-2222
(（一社）熱海市観光協会)
※1 テーブルにつき、浜焼き食材セット
を 1 セット必ずご購入ください。

・料金／中学生以上 1,000 円
3 歳～小学生 500 円
・出港時間（乗船時間 約 30 分間）
①10:00 ②10:40 ③11:20
④12:00 ⑤13:00 ⑥13:40
⑦14:20 ⑧15:00 ⑨15:40
・定員（各便） 40 名

・料金／中学生以上 1,000 円
3 歳～小学生 500 円
・出港時間（乗船時間 約 15 分間）
10:00～15:40 の間、随時運航
・定員（各便） 10 名

問合せ／0557-52-6657（サンレモ）

親水公園
渚
デッキ

※チケット販売開始時間は 9:20 を予定しています。乗船場所にてサンレモかピッコラを
指定の上お支払いください。（サンレモは希望する便の指定可能。ピッコラは指定不可）
※特別料金の為、各種割引券は使用できません。
Go To トラベル「地域共通クーポン」
※当日の海況により運航を見合わせる場合があります。 紙 ・ 電子 利用できます。

🚓集まれ！あたみ防衛隊🚒
10:00～15:00 渚小公園
陸上自衛隊・下田海上保安部・熱海警察署・熱海市消防本部によ
る展示ブースの他、下記スケジュールにてラインアスロックショー
等を開催します。
10：00 オープニング
10：30 参加団体マイクパフォーマンス
11：00 ラインアスロックショー
11：30 田之倉亘希のライブステージ
12：00 ヒョウガ君ステージパフォーマンス
13：00 参加団体マイクパフォーマンス
13：30 ゲストヒーローパフォーマンス
14：00 田之倉亘希のライブステージ
14：30 ラインアスロックショー
15：00 ファイナルセレモニー

ジャグリングドラゴン ヒョウガ君 登場
“世にも珍しい”ジャグリングを
するドラゴン。炎もはけないし、
空も飛べないけれど、ジャグリ
ングの腕前は人間にも負けない
ぞ！

問合せ／集まれ！あたみ防衛隊実行委員会 090-1864-4816（西海）
【主催】熱海おさかなフェスティバル実行委員会 ☏0557-85-2222（
（一社）熱海市観光協会）

会場周辺マップ・交通案内

※マップ①～③はバス停
①銀座（下り）
②親水公園
③銀座（上り）

熱海市観光協会

≪各会場のご案内≫
●浜焼き・飲食出店
／親水公園イベント広場
●サンレモ・ピッコラ
（チケット売り場・乗船場所）
／親水公園渚デッキ
●集まれ！あたみ防衛隊
／渚小公園

③
①

②

※熱海駅から各会場へは路線
バスをご利用ください。（徒歩
移動：20～30 分、タクシーご
乗車：5～10 分）

浜焼き・飲食出店

サンレモ・ピッコラ チケット売り場・乗船場所

●浜焼き・飲食出店エリア（親水公園イベント広場）
熱海駅よりバス乗車約 7 分「銀座」下車すぐ
※最寄りバス停は、上記マップ①
●サンレモ・ピッコラチケット売り場・乗船場所（親水公園渚デッキ）
●集まれ！あたみ防衛隊（渚小公園）
熱海駅よりバス乗車約 8 分「親水公園」下車、徒歩約 2 分
※最寄りバス停は、上記マップ②

浜焼き・飲食出店（親水公園イベント広場）
海

レインボーデッキ
糸
川

舞台

飲食出店

Ｗ
Ｃ

浜焼き
休憩・飲食スペース

エリア

熱海市
観光
協会

初
川

各会場から熱海駅へお帰りの際は、上記マップ③のバス停
「銀座」より熱海駅行きの路線バスにご乗車ください。
※バス・タクシーの所要時間は目安になり道路状況によっては
前後します。
会場の出入口は、●の 3 か所です。

飲食出店

路線バス時刻表(東海バス☏0557-85-0381・伊豆箱根バス☏0557-81-8231)
熱海駅→会場①・②

銀座③→熱海駅（片道おとな 170 円）

●東海バス ※ＩＣカード使用できません。

東海バス ※ICカード使用できません。

【会場最寄りバス停】

銀座（おとな170円）
※「銀座」に停車後、「親水公園」方面には行きません。

時

9
10
11
12
13
14
15

親水公園（おとな230円）
※「銀座」に停車後、「親水公園」に停車します。

分

③05・③25・③55
③25・③55
③25・③55
③55
③25
③05・③50
③25・③55

分

⑥30
⑦00・⑥30・⑦40
⑦20・⑥30
⑦20・⑥30・⑦40
⑦20・⑥30
⑦00・⑦20・⑥30
⑦00・⑥30

●伊豆箱根バス ※ＩＣカード使用できます。
【会場最寄りバス停】

銀座（おとな230円）・親水公園（おとな230円）
※「銀座」に停車後、「親水公園」に停車します。

時

9
10
11
12
13
14
15

分

⑦00・②03・①13・②18・②33・①35・⑦40・①43・①55
②03・①13・②18・②33・①43・①55
⑦00・①13・②18・②33・⑦40
②03・①13・②18・②33・①43
⑦00・②03・①13・①23・②33・⑦40・①43
②03・①08・①13・②18・②33・⑦40・①43・①50
②03・①13・①30・⑦40・②43

時

10
11
12
13
14
15
16

分

07・17・19・26・26・47・59
17・20・26・39・47
07・17・25・26・39・47・59
07・17・39・47・57
17・26・39・47
07・12・17・19・27・47・57
17・19・26・47・57

伊豆箱根バス ※ICカード使用できます。
分

07・15・37・37
07・15・19・27・55・57・59
07・17・37・50・57
07・19・27・36・37・45・57・59
07・21・27・37・57・59
03・07・20・27・37・50・55・57・59
17・41・47・57・59

・路線バス時刻表は、2020 年 10 月 19 日現在の情報です。
・市内、周辺の道路状況によっては予定通りの運行ができない場合がございます。
・時刻表【熱海駅→会場】時刻の前に記載の番号は、熱海駅バス乗り場の番号に
なります。
①梅園・相の原団地方面・清水町循環 ②笹良ヶ台団地・西山・箱根方面
③ひばりが丘・上の山・紅葉ヶ丘方面 ⑥網代旭町方面 ⑦熱海港・後楽園方面
・同時刻に 2 台到着するのは、系統によるものです。
●タクシーのご用命は・・・
・熱海第一交通
0557-82-3101 ・熱海泉都タクシー 0557-82-2157
・伊豆第一交通
0557-81-0505 ・伊豆箱根交通
0557-81-0251
・小形(おがた)タクシー 0557-82-5444 ・キングタクシー
0557-82-2211

入場の際に検温を実施：発熱 37.5 度以上（平熱より１度以上高い）の場合は
入場をご遠慮いただきます。
下記ア～ケいずれかに１つでも当てはまる場合はご来場の自粛をお願いします。

ご来場の皆様へお願い

ア）発熱 37.5 度以上 （平熱より１度以上高い） イ）咳や鼻水など、感冒症状がある。 ウ）身体のだるさや倦怠感がある。
エ）家族にア～ウの症状などがある。 オ）14 日以内、あなたや家族に海外渡航歴がある。
カ）PCR など検査陽性歴があり、下記いずれかに 1 つでも当てはまる。
・有症状者で、発症日から 10 日未満、尚且つ、症状軽快後 72 時間以内
・有症状者で、症状軽快後 24 時間経過から 24 時間以上の間隔をあけ、2 回の PCR 等検査で陰性を確認できていない。
・無症状病原体保有者で、陰性確認から 10 日未満
・無症状病原体保有者で、検体採取日から 6 日間経過後、24 時間以上の間隔をあけ、2 回の PCR 等検査陰性を確認できていない。
キ）濃厚接触者として自宅待機中。 ク）家族が濃厚接触者として自宅待機中。 ケ）マスク非着用。

入場後、体調不良の申し出があった場合は退場をお願いします。

