
旅のしおり 

2017年5月21日（日）おじゃれホール 



キッカケは一本の島焼酎との出会い。 
それからたった数年で… 
偶然、必然、そして自然な出会いを繰り返しながら、 
全く縁もゆかりもなかった八丈島が、 
いまや私のかけがえのない心の故郷になりました。 
同時に、イベントを共に作り上げる人々との絆は深まり、 
大切な仲間が増えました。 
 
年齢、性別、出自、肩書きをこえて、 
大のオトナたちがピュアに本気で 
「楽しい」を追い求めるからこそ生まれる、出会いと絆。 
旅行で訪れただけでは得難い、深い感動がここにはあります。 
日々の暮らしの中では得難い、新たな仲間との居場所があります。 
 
みなさん、是非このイベントを通じて、 
大きな喜び・幸せ・感動を分かち合いましょう！ 

今年も開催が決まりました！！！ 

シマアソビ＠THE EARTH 
 OJARE JAM ’17 制作統括  

農山盛皓 



 開催日時：2017年 5月21日（日）11:00～19:00【本祭】 

                                  20日（土）16:30～   【前夜祭BBQ＆LIVE】 

                                  22日（月）17：00頃～  【船内LIVE】 

 開催場所：八丈町多目的ホール「おじゃれ」(通称おじゃれホール) ステージ 

        及び 中庭ステージ、大潟浦園地、橘丸船内 

 入場：無料 ※交通費・宿泊費、飲食費等は別途必要になります。 

 入場方法：会場にお越しください。事前の登録などは必要ありません。 

 主催：@THE EARTH PROJECT 

 後援：八丈町/八丈島観光協会 

 協力：すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会  

✽開催概要 



 斉藤シラベ 

 島内アーティスト(八丈ウインドオーケストラ、八丈太鼓六人会)  

✽出演アーティスト 

JABBERLOOP マブリ 

LOOPPOOL 牧野竜太郎 

KOTEZ＆YANCY 

ヤンバラー宮城 

and more… 斉藤シラベ 



 

 

✽タイムテーブル 
ホールステージ TIME TABLE 広場ステージ TIME TABLE 



●八丈島とは…？ 
東京都の離島。伊豆諸島の最南端位置し、面積69.11平方ｋｍのひょうたん型をした島。
南国情緒溢れる自然と海に囲まれ日本のハワイとも言われる。黒潮の影響を受け、釣りや
ダイビングの人気スポットとしても有名。国の伝統工芸品の指定を受けている黄八丈(着
物)の本場でもある。 

✽おじゃれ！八丈島！ 

大坂展望台からの景色 

上空写真 

八丈小島 
  ↓ 



■海からのアクセス 
 東京竹芝桟橋(竹芝客船ターミナル)から、大型客船(橘丸)で 

八丈島へ。 

 東海汽船「橘丸」が毎日運航。所要時間約10時間 

 夜東京発、三宅島、御蔵島を経由し翌朝八丈島着。毎日１往復。 

 ・東海汽船予約センター：03-5472-9999 

 ・八丈マリンサービス：04996-2-1211 

 ・東海汽船ホームページ：http://www.tokaikisen.co.jp/ 

 

✽八丈島へのアクセス 

■空からのアクセス 

 東京羽田空港よりジェット機（A320・B737-800）で八丈島へ。 

 直行便で55分。 全日空：東京羽田   八丈島 毎日３往復。 

 ・ＡＮＡ国内線予約・案内センター：0570-029-222 

 ・ＡＮＡ SKY WEB：http://www.ana.co.jp/ 

 ・八丈島空港案内：http://hachijoapo.net/ 



✽八丈島まではこう過ごせ!船編① 

まずは予約！ 

③乗船手続き 
乗船開始の案内後、乗船改札口で乗
船券半券の乗船票(右側)を渡す。 
手元の半券(左側)に座席番号があり、 
この半券は下船時に回収される。 

④竹芝客船ターミナル出発！ 

①浜松町駅(北口) ②竹芝客船ターミナル 

橘丸に乗船し港を出発！ 

乗船時は右側！ 
名前等の記入も 
忘れずに！ 

下船時は左側！ 

橘丸 



✽八丈島まではこう過ごせ!船編② 

⑤船内 ⑥八丈島へ到着！ 

※天候により、接岸が八重根港に変更になることもあり。 

ラウンジ 

レストラン 

特二等席 二等席 

レストランは営業していない 
時間帯があるのでご注意を。 
飲食物は持ち込むのがオススメ！ 

船内は、ラウンジ、レストラン、シャワー室などあり！ 
船内は娯楽施設が乏しいので、本やトランプを持ち込もう！ 
 

底土港から上陸！八丈富士＆三原山が見える！ 

NEXT 飛行機編！ 



✽八丈島まではこう過ごせ!飛行機編 
         ～55分の空の旅～ 

①旅行会社からの案内を確認 

待ってる間、 
マックに行くとみんな居ます。(笑) 

④八丈島空港に到着！ 
おじゃりやれ！ 

まずは予約！ 
電話、インターネット、 
各種旅行会社より 
予約可能！ 
※トラベルコが便利です。 
http://www.tour.ne.jp/ 

  

②当日、搭乗手続き 
搭乗手続きは約６０分前程度！ 

◯◯様 
 
平素よりお世話になっております。 
スカイツアーズの柴田です。 
 
先程は、お時間頂戴しまして誠に有難う御座います。 
 
代替案にてご案内しておりますリードパークリゾート八丈島（海側客室）で、 
ご予約成立＝契約締結の承諾ご連絡とさせていただきます。 
 
■ご予約内容は必ず再確認をお願いします。  
※予約確認メール内に記載の【お客様専用URL】よりご確認いただけます。 
 
【 ご旅行代金のご入金に関して 】 
・入金期限：9月25日（日）までにお願い致します。 
・入金方法：予約確認メール内に記載の【お客様専用URL】より 
      「決済へ進む」ボタンよりカードまたはコンビニ決済手続きが 
       オンラインでご利用いただけます。 

※「スキップサービス」を利用すると 
     搭乗手続が省略可能。 
   詳しくは旅行会社の案内をご覧ください。 

③羽田空港出発！ 



羽田から、八丈島へ 

便名 羽田発 八丈島着 

ANA 1891 7:30 8:25 

ANA 1893 12:15 13:10 

ANA 1895 15:50 16:40 

✽時刻表 

八丈島から、羽田へ 

便名 八丈島発 羽田着 

ANA 1892 9:00 9:55 

ANA 1894 14:00 14:55 

ANA 1896 17:10 18:10 

竹芝桟橋から、八丈島へ 

便名 竹芝桟橋発 八丈島着 

橘丸 22:30 8:50 

八丈島から、竹芝桟橋へ 

便名 八丈島発 竹芝桟橋着 

橘丸 9:40 19:40 

http://www.tokaikisen.co.jp/island/hachijojima/index.shtml 

https://www.ana.co.jp/ 



 八丈町役場に併設されている多目的ホール 

 テーマは八丈の「海」と「光」。グッドデザイン賞2015を受賞 
移動観覧席を設置し、平土間と客席両方の展開可能 

 2階席下を開放しガレージのようにすることも可能 

 ・舞台面積272平方ｍ、高さ8.1ｍ 

✽おじゃれホール(八丈町多目的ホール) 

まるで星空のような 
               照明が綺麗！ 



✽おじゃれホールへはこう行こう!① 

●底土港から 
車で約12分、徒歩で約48分 
 
●八丈島空港から 
車で約10分、徒歩で約35分 

八丈町多目的ホール「おじゃれ」 
 
〒100-1401  
東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2 



✽おじゃれホールへはこう行こう!② 
八丈島空港から車ルート 

八丈島空港から徒歩ルート 

底土港から車ルート 

底土港から徒歩ルート 

車で 
約12分 

車で 
約10分 

徒歩で 
約48分 

徒歩で 
約35分 



 前夜祭BBQ＆LIVE 
 開催日時：2017年5月20日（土）16:30～ 

 場所：八丈島 大潟浦園地 

 参加費：3000円 

 野外ライブあり！雨天時、場所・内容の変更あり。 

 

 船内LIVE 
 開催日時：2017年5月22日（月）17：00頃～ 

(船の運行状況によって変わります。当日船内アナウンスあり) 

 開催場所：橘丸船内 

 参加費：無料 

✽前夜祭＆船内ライブのお知らせ 

本祭だけが祭りじゃない!!!(笑) 
みんなで踊って仲良くなろう! 

大潟浦園地 

前回の船内LIVEの様子 



 八丈島の民謡。 

 東京都の無形民俗文化財に指定されている。  

 

✽八丈ショメ節 

♪やー、沖で見たときゃ   

  鬼島と見たが   

    来てみりゃ八丈は  情け島   

    ショメ・ショメ♪ 

 八丈島の島民なら 
    誰でも知ってる！ 
  みんなで歌おう♪ 



  お金(現金 ・クレジットカード・キャッシュカード) 

  会場近くに金融機関がないので現金持参がオススメ！  

 運転免許証(レンタカーを借りる予定の人は必須!) 

 健康保険証  

 航空券・乗船券  

 腕時計 

 携帯電話 

 携帯電話の充電器  

 カメラ 

 カメラ用電池・充電器 ・メモリーカード  

 衣類(着替え・靴下・下着 ・パジャマ・上着など) 

 シャンプー・リンス・ボディソープ 

 歯ブラシ・歯磨き粉 

 くし・ヘアブラシ・整髪料 

 洗顔フォーム 

 生理用品・化粧品 女性の方はお忘れなく。 

 カミソリ・ひげ剃り 男性の方はお忘れなく。 

 コンタクトレンズ・眼鏡   

コンタクトレンズの保存ケース・保存液・洗浄液も忘れずに! 

 タオル・ハンカチ・ハンドタオル 

 ポケットティッシュ、ウェットティッシュ 

 常備薬・簡易救急セット 

  酔い止め・頭痛薬・胃腸薬・ バンドエイド・消毒液など  

 帽子 

 日焼け止め 

 虫よけスプレー  

 制汗剤・シャワーシート 

 筆記用具(ボールペン・メモ帳など) 

 アイマスク・耳栓・ひざかけ  移動時のお供に。 

 本・オーディオプレーヤー     移動時のお供に。 

 地図・ガイドブック  

 観光用の手持ちバッグ 

  リュックサック、ショルダーバッグ、ウエストポーチなど 

 水着 

  海や水着着用の温泉に行く場合は持っていこう! 

 この『旅のしおり』！ 

 このイベントを楽しむ心♪ 

   

   

   

✽持ち物リスト 
荷造りしたものはチェックしていこう！ 
         必要なものは書き足して♪ 



 島で人と人とが繋がりあうことを望んだイベントです。自然に対しても人に対し
ても最大限の思いやりと、最高の笑顔を持ってご来場くださいませ。(近所の猫
含む) 

 会場にクロークはご用意しておりません。荷物・貴重品の管理は各自でお願いし
ます。 

 会場内・外で発生した事故・盗難・天災事変による事故等は主催者・会場側は一
切の責任を負いかねます。 

 当日は気温が高くなる可能性がございます。体調管理に十分お気をつけください。 
暑くなったら飲食ブースへお越し下さい。美味しい島酒で乾杯しましょう!!! 

 体調が悪くなった場合や何かお困りの際は、お気軽に近くの気に入ったスタッフ
または本部テントまでお知らせください。お子様連れの方はステージ以上に目を
離さぬようにご注意ください。 

 未成年者へのお酒の販売は行っておりません。未成年者・車を運転する方の飲酒
は法律で禁止されています。また、飲酒運転は同乗者も含め法律違反となります。
ダメ!絶対! 

 喫煙される方は、必ず所定の喫煙所をご利用ください。分煙守って気持ち良く♪
ひどい世の中になったものです。 

✽楽しく!気持ちよく!ご参加いただくために…  
注意事項 と お願い その①       ※ちょいちょいギャグ有り。(笑) 



 ゴミの分別にご協力ください。必ず所定のゴミ箱にお捨てください。 ゴミの分
別は環境保全の第一歩です! 

 飲食物の持ち込みは可能ですが、イベント限定の飲食販売がありますので是非そ
ちらをご利用ください。シェフが作っています。マジで美味しいです! 

 当イベントではステージを含む客席、会場内の映像や写真が公開されることがあ
ります。(笑顔のみ) 予めご理解の上、ご来場ください。写りたい方は遠慮なく
羞恥心を忘れステージ前で踊りまくりましょう! 

 危険行為を固く禁止しています。会場内・外において、他のお客様の迷惑になる
行為や近隣の住民に迷惑となる行為は絶対におやめください。思いやりのある
モッシュは大歓迎です!!! 

 危険行為や係員の指示に従わない等の方は、強制的に退場していただくか入場を
お断りするなど厳重な措置をとらせていただく場合がございます。退場時はハン
パないスキンシップを取りますので喜ばないように。 

 花火等の火薬類、及び法律・条例で禁止されている物の持ち込みは禁止いたしま
す。アツい演奏でヤケドしたらビールで手当を。 

 今後のイベント運営・継続のためにグッズなどの物販のご購入を何卒よろしくお
願いいたします！ 

✽楽しく!気持ちよく!ご参加いただくために…  
注意事項 と お願い その②       ※ちょいちょいギャグ有り。(笑) 





キリンビール株式会社  

株式会社モトハラ 

リードホテル＆リゾート株式会社 

音鎖反応 

久米繊維工業株式会社 

峯元電気                                       
※順不同 敬称略 

 

✽協賛 



✽メモ 

八丈太鼓 


