
八丈島文化協会  第４回総会 
平成２７年（201５年） ６月 １ 日（月） 午後７時 

富士見地区公会堂 （三根 4869-1 ２－２８３３） 

１．総会次第 

（１）開会の辞 

（２）文化協会会長挨拶 

（３）議長選出 

（４）議事及び報告事項 

①  第１号議案 

平成２６年度の活動経過報告 

②  第２号議案 

         平成２６年度の収支会計報告 

         平成２６年度の会計監査報告 

③  第４号議案 

平成２７年度の活動計画（案）の提案及び審議 

④  第６号議案 

平成２７年度予算（案）の提案及び審議 

⑤  第７号議案 

平成２７年度役員及び理事の承認 

⑥  平成２７年度役員、理事、専任職員の紹介 

 （５）来賓挨拶 

（６）文化協会の活動に対する意見交換 

（７）閉会の辞 

 

 

 

 

【当日資料】 （総会当日配布します） 

（１）平成２７年度八丈島文化協会会員名簿 

（２）富士見地区公会堂指定管理収支決算書及び活動報告書 

（３）会員に提供できる備品等一覧表及び利用料金表 

（４） 

２．議事 



第１号議案 平成２６年度活動報告 

協会の目的 

     八丈島文化協会は、営利を目的とせず、自主的な文化活動をとおして、会員相互の交流と強

化発展を図るとともに、八丈島の地域文化の普及振興に努め、生きがいある生活への指向と豊

かな人間性を養い、地域づくりに寄与することを目的とする。 

 

■会員数（平成２７年月５月２０日現在） 

 団体会員 39 団体、個人会員１１名、賛助会員１３（団体・企業 5、個人８名） 

 

【26 年度活動指針と実績】 

（１） 協会組織・事務局体制の強化 

１ 事務局体制の整備 

富士見地区公会堂管理事務所内に平日の午前中、専任職員が在駐しました。協会会員や、島

内外の各機関・団体、島民や島外者からの問い合わせ等に対応する体制が整いました。 

 

２ 会員活動の支援 

会員活動支援事業（協会独自事業）として、会員支援のために必要な備品類（ＰＣ・プリン

ター・ファックス・ラミネーター）を購入し、会員活動の支援体制を整備しました。 

 

３ 各種会議の実施 

総会、事務局会議、理事会を下記のとおり開催し、運営に関する事項を決議し、運営を推進

しました。 

 

●第３回総会  ６月１７日  

 

●事務局会議（計１1 回開催） 

４月３０日、５月２２日、５月３０日、６月２７日、８月６日、８月２０日、

１０月１３日、１１月２０日、１月４日、２月７日、３月１２日  

 

●理事会（計 9 回開催） 

 

４月３０日、５月２２日、７月２日、９月１１日、１０月３日、 

１０月２２日、１１月２５日、１月２１日、２月２０日  

  

※このほか、広報部会など必要に応じて開催 

 

４ 会員アンケートによる要望調査 

年度頭初に「会員アンケート」を実施して、文化協会事業への要望や意見を加盟団体から募

り、５月２７日に団体代表者会議を開催して討議し、２６年度活動計画に反映させました。 



（２） 加盟団体同士の交流推進 

交流目的の団体代表者会議やイベントを開催し、意見交換や交流を行いました。 

●代表者会議 ９月２６日（29 名）・１２月１０日（22 人）・３月２０日（15 人） 

●焼 き 芋パーティー ２月１１日（2６名） 

また、八丈島文化フェスティバルに加盟１０団体が参加、八丈島芸能文化祭に加盟８団体のメン

バーが参加し、運営を通じて交流を深めました。 

 

（３）文化フェス、芸能文化祭を協会の２大イベントに 

  八丈島文化フェスティバルと八丈島芸能文化祭を協会主催の 2 大イベントとして、今年度から

新たにスタートさせました。文化フェスは入場料無料の島民参加型イベントに、芸能文化祭は入

場料を有料とし、プロの演奏を堪能するとともに、会員団体とプロのコラボレーションなども手

がけるものとして運営しました。 

 

（４） 会員の文化活動の支援 

１ 富士見地区公会堂の会員利用助成 

   富士見地区公会堂の会員利用料の助成を実施しました。 

 

２ 広報活動支援 

   加盟団体の主催イベントなどを、ホームページ（ブログ）やイベントカレンダーで幅広く一般

に告知するとともに、「ファックス・メール通信」で他の加盟団体や個人会員に周知しました。 

  

（５）情報発信の充実  

   会報を４回（第 4 号～7 号）発行し、会員や関係機関などに配布しました。また、ファックス

やメールで情報を発信する「ファックス・メール通信」を１５回発行し、会員主催のイベント

情報や、八丈町から情報提供があった各種助成金情報などを会員に伝えました。 

ＨＰ及びブログの更新は年間を通じて随時実施しました。 

 

（６）イベントカレンダーの充実 

   協会ＨＰ掲載の「八丈島イベントカレンダー」を年間を通して運営し、八丈のさまざまなイ

ベント情報を発信しました。また、社協、八丈町と共同で「八丈島イベントカレンダー２０１

５（発行：八丈町社会福祉協議会 編集：八丈島文化協会 協力：八丈町）」を企画編集し、「広報はちじょ

う４月号」折り込みの社協報「しゃきょう」とともに、全世帯へ配布しました。  

 

（７）八丈町補助金増額の要望 

   島内外からの文化関係の依頼事項や問い合わせ事項を請け負う窓口や、文化事業の拠点として

の役割を担うための補助金増額の要望を八丈町に対して行いました。平成 27 年度は前年度より

８０万円の増額となりました。  

 ※詳細は 27 年度予算案参照 

 

（８）富士見地区公会堂の指定管理と運営 

   八丈町の指定管理を受け、富士見地区公会堂の運営管理を行いました。平成２６年度は、延べ

３５９団体、３１９３人が利用しました。 



  

（９）文化振興のための提言 

１ 八丈町多目的ホール「おじゃれ」の運営に関する要望書の提出 

５月に実施した「会員アンケート」や団体代表者会議での意見等をもとに、会員からもっとも

多く意見の出されていた、八丈町多目的ホール「おじゃれ」についての要望事項を集約し、「ホ

ール運営に関する諸事項についての検討のお願い」と題する要望書を、おじゃれ運営委員会に提

出しました。（10 月 6 日） 

＜経過＞文化協会の要望をとりいれた要望書をおじゃれ運営委員会が教育委員会に提出した際

に、協会からの要望書も添付して提出しました。 

＜結果＞ 

協会から出した要望について、教育委員会から、「ホール運営に関する文化協会要望に対する

見解」として回答を得ました。（別添資料参照） 

要望の１つであった、練習利用の申込受付期間の延長については下記のように変更されました。 

○要望前 「使用する月の 2ヶ月前の月の初日～1ヶ月前の月の初日まで」 

○要望後 「使用する月の 2ヶ月前の月の初日～使用する日の３０日前まで」（平成２７年４月から）  

 

２ 大賀郷園地改修についての要望書の提出 

八丈支庁土木課より依頼を受け、加盟団体等のニーズ調査を行い、大賀郷園地改修についての

要望事項を集約し提出しました。（3 月 1 日） 

 

【その他の活動】 

（１）八丈町補助金を活用して４事業を実施 

八丈町より交付された補助金１，６００，０００円を活用し、文化振興を目的とした、下記事

業の実施と助成を実施しました。 

① 八丈島芸能文化祭事業（６００，０００円） 

② 八丈島文化フェスティバル事業（３００，０００円） 

③ 八丈島おやこ劇場事業（４５０，０００円） 

④ 八丈島民大学講座事業（２５０，０００円） 

 

（２）「『筑後川』ＩＮ八丈島」実行委員会の結成 

 平成２７年度実施予定の「團伊玖磨のこころを歌う『筑後川』ＩＮ八丈島 2015」開催に向けて、

八丈混声合唱団、八丈島観光協会とともに実行委員会を結成し、準備を進めました。 

 

（３）八丈町多目的ホール「おじゃれ」の利用率向上への貢献 

  協会主催及び協会が助成を実施した事業において下記４回にわたり、八丈町多目的ホール「お

じゃれ」を利用するとともに、文化団体等の後援や開催協力などを積極的に行ない、ホールの利

用率向上に貢献しました。 

①八丈島芸能文化祭（３月１日） 

②八丈島文化フェスティバル（１月１８日） 

③八丈島おやこ劇場事業 映画鑑賞会「ウオーキング With ダイナソー」（９月２０日） 

  ④八丈島おやこ劇場事業 子ども招待公演「長靴をはいたねこ」（２月２２日） 



  

（４）島内文化系イベントへの後援 

 

○いけばな小原流八丈支部花展「花と共に・明日へつなごう」 

 ５月１７・１８日 大賀郷公民館 （主催：いけばな小原流） 

○八丈島ＪＡＺＺフェスティバル２０１４ 

 ８月２２・２３日 多目的ホール「おじゃれ」 （主催：おじゃれ運営委員会） 

○講演会 杉山邦博が伝える若貴の時代 

 １０月４日 多目的ホール「おじゃれ」 （主催：八丈ストア） 

○島民参加型美術館 体感ライヴペインティング 

 ９月１３日  多目的ホール「おじゃれ」 （主催：おじゃれ運営委員会） 

○「ミュージカル？桃太郎と不思議なキノコ」 

 １１月２２日 多目的ホール「おじゃれ」 （主催：おじゃれ運営委員会） 

○八丈島民大学講座 七島信用組合ホール  （主催：八丈島民大学講座実行委員会） 

  第 67 回 9 月 6 日 「文様の幾何～プラトンからケプラーを経て現代に導かれる視点」 

       9 月 7 日 「アメフラシの脳科学～脳・神経は何のためにあるのか？」         

  第 68 回 2 月 28 日、3 月 1 日「シェイクスピア劇の翻訳 ～ページからステージへ～」 

                          

（５）八丈町行事への協力 

 以下の八丈町行事へ、ボランティアスタッフとして運営協力しました。 

○ 第 45 回團伊玖磨記念八丈島サマーコンサート 8 月 10 日 多目的ホール「おじゃれ」 （主

催：八丈町） 

○「日本の危機言語・方言サミット in 八丈島」 

 １２月１２～１４日 多目的ホール「おじゃれ」 （主催：八丈町） 

 

（６）「町歌」選考委員会への参加 

  八丈町「町歌」選考委員に会長が委託され、２６年２月から約６ヶ月間２２名の委員とともに、

一般公募により応募のあった作詞及び作曲の選考に協力しました。選考委員選定の町歌候補曲は、

１１月１日の「町制施行６０周年記念式典」で、参列者全員の直接投票で決定されました。 

 

（７）「町歌」作製業務を受託 

八丈町より「町歌」作製業務委託を受託しました（契約確定日 9 月 18 日）。記念式典での町歌

披露に関わるゲストの調整、謝礼等の支払い、町歌の楽譜の作成および編曲、町歌の演奏・合唱

の収録と音源化、ＣＤ製作（５０００枚）を行いました。 

ＣＤ製作化にあたっては、八丈と縁のある相馬孝洋氏に編曲を依頼。相馬氏の編曲による混声

合唱団の合唱、八丈ウインドオーケストラ有志の演奏と、大賀郷中学校生徒の合唱（編曲・佐久

間ともか教諭）、ピアノ伴奏、チャイム風メロディを収録したＣＤは、２７年５月「町制施行６

０周年記念誌」とともに、島民に全戸配布されました。 

 

（８）三根公民館建設事業への協力 

三根公民館建設準備委員会の委員に、内山会長とこっこめ文庫代表者（協会推薦）が委託され、

新しい三根公民館建設に向けた利用者目線での提案等を行いました。 



【収入の部】 単位：円

項　  目 予 算 額 決 算 額 比較 説  明

団体会員（@3,000円×36団体）
個人会員（@1,000円×13名）
賛助会費（＠10,000×１社、＠5,000×１社）

補助金 1,600,000 1,577,925 ▲ 22,075 八丈町補助金　※下記補助事業分
事務委託費（文フェス20,000円、芸文20,000円）

町歌事業委託費846,000　※八丈町より受託

ｺﾋﾟｰ使用料（14,505円）預金利子（91円）
その他雑収入（ｲﾝｸ、切手買い取り　2,328円）

寄付金 50,000 15,000 ▲ 35,000 団体寄附1件、個人寄附1件
繰越金 525,476 525,476 0 前年度繰越金

合　　計 2,321,476 3,157,325 835,849

【支出の部】 単位：円

項　  目 予 算 額 決 算 額 比較 説  明

(補助事業)八丈島芸能文化祭事業　600,000円

(補助事業)八丈島文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事業　286,252円

(補助事業)八丈島おやこ劇場事業　445,490円

(補助事業)八丈島島民大学講座事業　246,183円

町歌事業費(編曲、楽譜・CD製作等)　775,200円

総会費（資料ｺﾋﾟｰ･お茶代） 8,491円
理事会・事務局会議費（資料印刷代）　2,680円

代表者会議（お茶代、茶菓子、消耗品）2,568円

協会会報編集委託費(270部編集費込）　15,000円

HP・ﾌﾞﾛｸﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ運営管理委託費
(カレンダー5000部編集費込）　20,000円

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費(年間）55,012円
郵便切手・ハガキ代6,740円
事務局用消耗品（用紙･文具･ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ代等） 43,357円

ｶﾞｿﾘﾝ代支給(事務局員自家用車※年間）12,000円

資料研修費 50,000 0 ▲ 50,000

ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金　29,000円
事務局員賃金116,000円
(各事業補助金取りまとめ、町歌作製事務等）

助成費 50,000 81,000 31,000 富士見公会堂利用料補助(297件)

雑　費 10,000 30,648 20,648 葬儀生花代15,000円×2名分、振込手数料
予備費 31,476 30,240 ▲ 1,236 事務所棚製作委託30,240円

合　　計 2,321,476 3,068,114 746,638

収入決算額 3,157,325円 － 支出決算額3,068,114　＝　89,211円（次年度繰越額）

返還額 返還後補助金額
0 600,000

13,748 286,252
4,510 445,490
3,817 246,183

22,075 1,577,925

人件費 50,000 145,000

八丈島島民大学講座事業

八丈島文化フェスティバル事業
八丈島芸能文化祭事業
補助事業名

95,000

通信費 50,000 61,752 11,752

事務・消耗品費 50,000 55,357 5,357

※八丈町補助金のうち３事業について、昨年度の繰越金額を越える額が余剰金として生じた
ため、５月１１日付で合計２２,０７５円を八丈町へ返還しました。

八丈島おやこ劇場事業

協会独自事業：会員活動支援事業（会員
支援用備品購入《パソコン、プリン
ター、ラミネーター、ファックス、ビデ
オモニター、》）　262,253円

会議費 50,000 13,739 ▲ 36,261

広報費 30,000 35,000 5,000

雑収入 5,000 902,924 897,924

事業費 1,950,000 2,615,378 665,378

 第２号議案  平成２６年度収支決算報告及び監査報告 （修正版）

平成２６年度　八丈島文化協会事業　収支決算書

会　費 141,000 136,000 ▲ 5,000



第３号議案 平成２７年度活動計画（案）の提案及び審議 

平成２７年度活動計画（案） 

１．主催事業 

①第 3回八丈島芸能文化祭  平成 27年 9月 23日(水・祝) 

②第 27回八丈島文化フェスティバル 平成 28年 1月 24日(日) 

 

２．共催事業 

①第 3回八丈島 JAZZフェスティバル 平成 27年 8月 21日(金)・22日(土) 

  ※多目的ホールおじゃれ運営委員会と共催、平成 28年度主催事業移行予定 

 

３．後援事業 

〈協会助成金（町補助金）活用事業〉 

①團伊玖磨のこころを歌う『筑後川』ＩＮ八丈島 2015 

平成 27年 11月 1日(日)（同実行委員会主催）※実行委員会に文化協会理事が参加。 

②八丈島民大学講座（同実行委員会主催）※平成 28年度協会主催事業移行予定 

第 69回 平成 27年 9月 5日(土)6日(日)（または 12・13日） 

 第 70回 平成 28年 3月  

③あびの実子ども招待公演「ぷちっとサーカス poco a poco」平成 28 年２月   

（特定非営利活動法人八丈島あそびと文化の NPOあびの実主催） 

 

〈会員主催事業〉 

①いけばな小原流八丈支部みんなの花展 平成 27年 10月 24日(土)・25日(日) 

（一般社団法人小原流八丈支部主催）  

②ピティナ・ピアノステップ 平成 27年 10月 18日(日)  

（ピティナ八丈島 Anettaiステーション主催） 

③交流会『 あなたとつながる図書館をつくりたい』平成 27年６月２７日(土) 

（よりよい町立図書館づくりをすすめる会主催） 

 

《後援について》 

  申請のあった行事について、趣旨や内容を検討の上、後援を実施 

（後援の種類） 1．名義の使用 

       ２．広報支援（協会サイトへの掲載等） 

       ３．運営支援（理事会で協議の上実施、原則として会員のみ） 

 



４．八丈町補助金申請・受託・交付事業 

 《平成 27年度八丈町補助金》 

  八丈島文化協会事務事業      10万円 

  八丈島芸能文化祭事業       60万円 

  八丈島文化フェスティバル事業   30万円 

  八丈島島民大学講座事業      25万円 

  八丈島子ども文化体験事業※    45万円  ※旧八丈島おやこ劇場事業 

 「『筑後川』ＩＮ八丈島２０１５」事業   70万円 

 

５．会員交流事業 

〈団体代表者会議〉 

・第 1回 7月 （平成 28年度予算要望にむけて、意見・情報交換） 

・第 2回 10月 （平成 28年度予算要望にむけて、意見・情報交換） 

・第 3回 2月 （平成 28年度協会運営にむけて、意見・情報交換） 

 

〈会員交流会〉 

・交流バーベキュー 7月 

・お月見交流会 9月 26日（土） 

・焼きいもパーティー 12月 

 

６．会員活動支援事業  

①協会事務局（富士見地区公会堂管理事務所内）開所時対応 

  〈１〉問い合わせ・相談等受付 

  〈２〉会員むけ有料サービス（コピー、ラミネート、印刷） 

 ※別添資料参照 

 【管理事務所開所時間】 月～金曜日午前 9時半～12時（祝祭日は休所） 

 

②協会報発行（年 5回） 

③FAX・メール通信発行（年１２回） 

④富士見地区公会堂利用補助 

⑤活動に関わるコーディネート、アドバイス、各種助成情報提供業務 

 

７．文化情報発信事業 

・八丈島イベントカレンダー（インターネット）運営 

・八丈島文化協会ホームページ、ブログ運営 

・富士見地区公会堂予約状況情報発信（ＨＰに掲載） 



８．八丈島イベントカレンダー2016 発行事業 

八丈島社会福祉協議会、八丈町と共同で実施。「広報はちじょう 4 月号」（平

成 28年）折り込みの社協報「しゃきょう」とともに配布予定 

 

９．八丈町指定 富士見地区公会堂指定管理事業 

富士見地区公会堂管理運営 

 

１０．三根公民館建設事業協力 

三根公民館建設準備委員会参加（八丈町より委任を受け会長、協会推薦委員

が参加） 

 

１１．理事会、事務局会議開催 

理事会、事務局会議を月１回定例で開催（８月をのぞく） 

このほか必要に応じて各種臨時会議を開催 

 

１２．八丈町委託 文化団体合宿支援業務 (予定事業) 

 

八丈町より委託を受け、文化合宿を実施する島外団体（小、中、高、大学生

等の学生で構成される団体）へのサポートを実施 

（平成２７年７月１日から平成２８年３月３１日） 

 

   〈委託内容〉 

・団体関係者等との接触、合宿の誘致、合宿方法などについての調整 

・各種手配業務（施設利用予約、宿泊・交通手段の斡旋と予約等）の支援  

 ・必要に応じて合宿団体の来島時から離島時までの帯同支援 

・突発的なニーズへの対応、合宿内容変更時の支援 

  ・合宿団体への島内移動手段経費助成分の支払い 

 

１３．その他 

・八丈島の文化に関わる各種問い合わせ対応業務 

・八丈島の文化振興に関わるコーディネート業務 

・八丈島の文化振興のための提言業務（各種要望とりまとめて提言、協議） 



 第４号議案  平成２７年度の収支予算（案）

27年度予算 前年度予算 増減

194,000 141,000 53,000

2,400,000 1,600,000 800,000

40,000

5,000 5,000 0

50,000 50,000 0

89,211 525,476 △ 436,265

2,778,211 2,321,476 416,735

27年度予算 前年度予算 増減

2,300,000 1,950,000 350,000

213,600 50,000 163,600

25,000 50,000 △ 25,000

88,000 50,000 38,000

30,000 50,000 △ 20,000

81,000 50,000 31,000

9,000 10,000 △ 1,000

1,611 31,476 △ 29,865

2,778,211 2,271,476 506,735

平成2７ 年度八丈島文化協会事務事業収支予算書

科　目 説　明

収
　
　
入

会費 団体37（1１１,000）、個人１3（13,000）、賛助（70,000）

補助金

八丈町補助金
協会事務事業10万
主催事業（芸能文化祭60万、文化フェスティバル30万）
後援事業（筑後川70万、子ども文化体験45万、島民大学25
万）

手数料 事務手数料（芸能文化祭、文フェス）

雑　 収　 入 印刷・コピー使用料、預金利子

寄附金

繰　 越　 金

合　計

科　目 説　明

事業費
主催事業（芸能文化祭60万、文化フェスティバル30万）

後援事業（筑後川70万、子ども文化体験45万、島民大学25
万）

人件費 アルバイト給与267,000（時給890×月20時間×12か月）

会議費
資料印刷費（トナー代）4,000
お茶代21,000（総会60人分7,000
代表者会議２０人×３回分14,000）

広　 報　 費 30,000 30,000 0

広報編集委託費5, 000
協会サイト（ＨＰ、カレンダー、ブログ）管理委託費5, 000
広報カラ―印刷費19,200（インク代）
用紙代800（Ａ３用紙500枚）

通 　信　 費
電話代38,000
インターネット使用料46,296（3,858×１２）
郵送料等3,704

事務・消耗品費
書類印刷費4,000（トナー代）
消耗品費10,000（封筒、文具、来客用茶等）
用紙・ラミネートフィルム代16,000

公会堂利用料 会員分公会堂利用料一部負担

雑　費

予　 備　 費

合　計



第５号議案 平成２７年度役員及び理事の改選 

2７年度役員（案） 

会   長 （1名）  内 山 江差夫（個人・NPOあびの実）   

副 会 長 （1名）  山 下   巧（八丈混声合唱団） 

事 務 局 長（1名）   山 下 和 彦（劇団かぶつ） 

事務局次長 （1名）  山 下 久美子（個人・NPOあびの実）   

会      計 （1名）  淺 沼 優 子（D→CREW代表） 

 

理事（９名）（五十音順） 

伊藤  宏（島民大学講座実行委員会）  奥山  隆（八丈太鼓月曜会） 

川上 絢子（劇団かぶつ）       菊池 一明（個人） 

栗田 知美（コウリマ ナニ エ）      小泉 雅一（個人） 

笹本  薫（図書館の会）              田村 真吾（八丈島観光協会） 

 宮部 京子（民族舞踊舞人代表）        山田 幸也（個人） 

      

監事（2名） 

佐藤 謙（ポットホール代表）       林  薫（個人） 

 

役員（理事）の任期は２年のため、今年度は役員の改選を行ないます。理事

及び監事の選出をお願いします。 

 

 

（６）文化合宿支援業務について 

 

（７）文化協会の活動に対する意見交換  

 

 


	第４回総会内山さん原稿１
	第４回総会議案書
	第４回総会第１号議案
	第4回総会第2号議案 修正版
	第4回総会第3号議案
	第4回総会第4号議案
	第4回総会⑭第５号議案


