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八丈島空港では、空港をもっと身近に感じていただくことを目的に、「空の日」を記念したイベン
トを開催します。この機会にぜひ、ご家族やお友達同士で八丈島空港にお越しください。
開催日時：令和 元年 9 月 28 日（土） 9：30～16：00
◆主なイベント

・
・
・
・
・

航空機などの展示
化学消防車による放水アーチ
子ども紙飛行機大会
キッズ制服写真撮影、マーシャリング体験
滑走路ウォーキングツアー 他にもあります！
お問い合わせ先：八丈島空港「空の日」実行委員会事務局 TEL: 2－0163

東京文化財ウィーク 2019 が始まります
今年度も東京文化財ウィークが実施されます。文化財に親しんでもらうことを目的に、
都内の文化財を一斉に公開します。公開期間は 10 月～11 月に企画事業を、10 月 26
日（土）～11 月 4 日（月）に特別公開事業を行います。八丈町、青ヶ島村で下記の催
しが予定されています。
樫立の場踊（期間中のみ特別公開）
★樫立の手踊（同時公開）

10 月 26 日（土）から 11 月 4 日（月）
午前 10 時から 10 時 30 分まで
樫立 服部屋敷

★八丈島の民政資料 展示公開

10 月 26 日（土）から 11 月 4 日（月）
午前 9 時から午後４時 30 分まで 八丈支庁展示ホール

★八丈島の民謡 公開練習会

10 月 27 日（日）
午後 1 時 30 分から 4 時まで 大賀郷公民館

宗福寺の文化財公開

通年公開 事前に連絡が必要 宗福寺

〈企画事業〉
樫立地区 文化財めぐり

11 月２日（土）
午後 1 時 30 分から 2 時間程度 樫立公民館集合

★青ヶ島の島踊り 公開

11 月 3 日（日・祝）
午後 2 時から 3 時まで 青ヶ島芸能保存館

★：特別公開の文化財です。
＊公開する文化財はのぼりが目印です。
この機会にぜひご参加ください。
教育庁八丈出張所 2-0742
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八高祭におじゃりやれ！
今年度の八高祭スローガンは「Enjoy 宣言 八高祭！」です。『八高生にも、来てくださる保護者・
地域の方々にも八高祭を楽しんでもらおう』という意味が込められています。
○一般公開日
○発表内容
・舞台部門
・展示部門
・園芸科
・家政科
・定時制

９月２２日（日） ９時から１５時
演劇・合唱他
創作や研究等の展示
野菜の苗・草花の販売（9:00～）、食品加工品の販売（10:00～）
レストラン〔豚しゃぶうどん・ドライカレー〕(10:30～)
クッキーの販売 (10:30～)
麻婆丼の販売（11:00～）、共同制作、授業・部活動等の成果発表

皆様のご来場お待ちしております。

八丈高校経営企画室 2-1181

神子尾地区の道路整備事業に関する説明会を開催しました。
7 月 4 日、末吉公民館において、神子尾地区の道路整備事業に関する説明会を開催し、計１３名の皆
様に来場いただきました。
説明会では、事業の概要、事業の進捗状況、今後の予定、
用地取得の流れなどについて説明を行いました。説明終了後
の質疑では、
「大変な難工事だと感じた」、
「工事はいつ終わる
のか」、「昨年事故があったバス停付近が危険」といったご意
見・質問がありました。
今後も、適宜、進捗状況を報告しながら、整備を進めてい
く予定です。
（土木課整備工事担当 2-4507）
末吉地区

犬のフンは持ち帰ろう！
9/8（日）

植物公園季節調査会

9/28（土）

八丈学講座「沢の小径自然観察会」

10/13（日）

植物公園季節調査会

10/20（日）

特別行事「八丈富士裾野ハイキング」

10/26（土）

八丈学講座「護神山公園自然観察会」

公園や園地、道路の緑地帯などに犬のフン
が放置され、利用者や沿道住民の方々が大変
迷惑しています。
犬のフンは、飼主の責任で必ず持ち帰って
ください。
土木課管理担当 2-1114

毎週土日祝：植物公園ガイドウォークを開催
詳細は、八丈ビジターセンター（２－４８１１）まで

大潟浦園地のご紹介
大潟浦園地は、野外活動が楽しめるように、広い芝生広場、シャワー等を備えた園地です。眼前の海岸
はダイビングスポットとしても知られています。なお、BBQ 施設の利用には事前予約が必要です。大
潟浦園地手前から南原方面に向けて道路灯がないので、星の観察にも適しています。秋の夜長に星を眺
めてみてはいかがでしょうか。
土木課管理担当 2-1114
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東京都

母子及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付

東京都ではひとり親家庭等の方や配偶者のいない女性に対し、修学・就職・転宅等、目的により
必要な額を各資金の限度額内でお貸ししています。貸付は自立につながり、償還（返済）の計画が
立てられる方が対象です。ご相談・お申込みにつきましては、八丈支庁福祉担当にお問い合わせく
ださい。
総務課福祉担当 2-1112
母子及び父子福祉資金
○対象者：都内に６カ月以上お住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父等で２０歳未満のお子さん
等を扶養している方
女性福祉資金
○対象者：都内に６カ月以上お住まいの配偶者がいない女性で、次のいずれかに該当する方
（１）親・子・兄弟姉妹等を扶養している方（所得制限なし）
（２）年間所得が２，０３６，０００円以下で、かつて母子家庭の母として２０歳未満の子を扶養
したことのある方又は婚姻歴のある４０歳以上の方

消防設備士講習・危険物取扱者保安講習の実施について
消防設備士講習
講習区分
実

施

危険物取扱者保安講習

① 消火設備
② 警報設備
③ 避難設備・消火器

全区分

日

１０月２６日（土）

１０月２７日（日）

時

間

９：００～１７：００

９：００～１３：００

会

場

受講手数料
受

付

問合せ先

八丈支庁３階大会議室
７，０００円（非課税）

４，７００円（非課税）

８：３０～９：００ 当日会場にて受付
(公財)東京防災救急協会 ☎０３-５２９７-１０１０

※１０月２５日（金）の飛行機等が悪天候により欠航の際は、講習が延期なることがあります。
この場合は、後日、本講習を実施しますので、改めてご案内いたします。
（行政担当 ２－１１１１）

自動車税の減免更新申立書の提出をお忘れなく！
自動車税の減免を受けている自動車の利用状況を確認するため、「自動車税減免の
更新手続について」をお送りしています。
自動車税の減免を継続するために必要な手続きですので、同封の「減免更新申立書」
に必要事項を記入して 10 月 31 日（木）までにご提出ください。
なお、ご提出のない場合は令和２年度の減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
【お問い合わせ先】東京都自動車税コールセンター ０３－３５２５－４０６６
平日 ９時～１７時（土・日・休日、年末年始 12/29～1/3 を除く）
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東京宝島事業

第３回東京宝島会議

参加報告

東京宝島事業は、東京島しょ地域のブランド化、高付加価値
化を目的として、東京の島々が持つ素晴らしい景観や特産品、
文化などの「宝物」に更なる磨きをかけ、広く発信していくた
めに昨年度より東京都が実施している事業です。

東京宝島 HP へはこちらの
ＱＲコードからアクセス！

今年度初となる東京の 11 の島が一堂に会する東京宝島会
議（第３回）が７月８日（月）港区赤坂にて開催され、今後
の取組の参考とするためスタディーツアーが行われました。

7 月 8 日（月）東京宝島会議

昨年度島会議を実施した八丈島の参加者は、東京メトロの
スタンプラリーで採用されている観光アプリを開発した
BOXYZ（ボクシーズ）株式会社と、サポート付市民農園の
「シェア畑」を運営する株式会社 AGRIMEDIA（アグリメデ
ィア）、街歩きガイド Stock.Shop（ストックショップ）を
運営する frasco 株式会社を訪問し、島のアクションアイデ
ィアの実現に向け多くの示唆を得ました。

また、今年度より島会議がスタートした青ヶ島の参加者に
ついては、7 月 8 日（月）
、9 日（火）と２日間にわたって
スタディーツアーを実施。コンテナハウスの施工を行ってい
る IRON HOUSE TETSUYA（アイアンハウステツヤ）
や、不動産管理会社が入居者向けに運営する食堂「トーコー
キッチン」を訪問し、今後のブランドコンセプトの構築に資
する多くのヒントが得られました。
今年度においては、八丈島では取組の具体化が進められる
とともに、青ヶ島では島会議を通して島のコンセプトやアク
ションアイディアの創出を行っていく予定としております。

7 月 9 日（火）トーコーキッチン前にて

支庁展示ホールからのお知らせ
企画展示

企画展示「八丈島の動植物」を開催中です。八丈島で独自の進化を遂げた動植物を紹介
しています。是非ご覧ください。

実施期間

令和元年８月１5 日（木）～９月１６日（月）
開館時間
午前９時～午後４時３０分（年中無休）

9・10 月の
展示予定

9 月 18 日（水）～10 月 21 日（月）農水センター業務紹介
10 月 26 日（土）～11 月４日（月）東京文化財ウィーク 2019「八丈島民政資料」

※展示の日程や内容は変更となる場合があります。
編集後記
９月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。それでも、内地に比べれば風も吹いてお
り、八丈の夏は幾分か過ごしやすいと感じております。とはいえ油断は禁物。皆さまも熱中症には
十分お気を付けください。
発行 東京都八丈支庁総務課
〒１００‐１４９２ 東京都八丈島八丈町大賀郷２４６６－２
電話 ０４９９６‐２‐１１１１ FAX ０４９９６‐２‐３６０１
八丈支庁のホームページ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html
印刷番号３１（１）
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