八王子

八王子観光コンベンション協会の
HPはこちらから

はちまるガイド

公益社団法人

八王子観光コンベンション協会

高尾山ハイキング
5

高尾山頂

MAP 4-E

豊かな自然を満喫しよう！

一年を通してハイキングが楽しめる高尾山。整備された自然
研究路を歩くのもよし、ケーブルカーやリフトで頂上を目指す
のもよし。自分のペースで高尾山の魅力を味わおう。

ゴール

王院
4
髙尾山薬

標高599.15ｍの高尾山山頂。天気が良ければ山並みの向こうに美しい富士
山を望むことができ、絶景を楽しみながらのランチは最高に美味しいです。

野草園
さる園 ・

3

MAP 5-E

や
滝修 行
理で
精進料
も
身も心
シュ !
リフレッ

1260年以上前の天平年間に開山。修験寺としても全国的に
有名で、滝修行もできます。
高尾町2177
042-661-1115

MAP 5-E

●大本坊
薬王院の食事会場である大本坊

では、精進料理が食べられます。
天狗膳2,800円と高尾膳3,800
円の2種類で精進料理ながらも

ボリューム満点。2人以上で1週
間前までに予約を。

野草園
タカオスミレやレンゲショウマなど、約
300種類の季節の野草を観察すること
ができます。

さる園
約60匹のニホンザルに会えるサル園。ユーモ
アあふれる飼育員の説明と、綱渡りをして遊ぶ
子ザルや餌をおねだりするサル達が人気です。

042-661-2381
（さる園・野草園）
9:30～16:30（12～2月は～16:00、3・4月は10:00～）
年中無休

1

清滝 駅

MAP 5-E

スタート

MAP 5-E

カー
ト
ケーブル
コーリフ
エ
は
また

2

エコーリフト
約12分の乗車時間は眼下に
広がる景観とスリルが楽し
めます。
042-661-4151（高尾登山電鉄）

ケーブルカー
31度18分という日本一の急勾配を誇る
ケーブルカー。
「もみじ号」
「あおば号」
と名
付けられたカラフルな車両は、子どもたち
にも大人気です。
８時から15分間隔で運行。

季節のプチ情報
春

夏

火渡り

MAP 5-E
高尾山では毎年3月の第二日曜日に高尾山麓
の自動車祈祷殿広場にて火渡り祭が行われま
す。日本有数の火祭りで修験者の火渡りは迫
力満点。一般の方も修験者に続き火を渡るこ
とができます。
京王線高尾山口駅より徒歩５分
042-661-1115
（髙尾山薬王院）
13時～

高尾山ビアマウント

MAP 5-E
夏期限定でオープンする、東京で一番高い標
高500mに位置するビアガーデン。都心まで
見渡せる眺望は、昼も夜も格別です。
ケーブルカー高尾山駅すぐ
042-665-9943
2018年は6/15～10/15オープン
13:00～21:00
（毎日）
※ラストオーダー 20：45

秋

日本一の急勾配を誇るケーブルカーのふも
と。駅周辺は、登山者などで常に賑わってい
ます。
042-661-4151（高尾登山電鉄）
※京王線・高尾山口駅から徒歩約５分。

冬

もみじ祭り

ダイヤモンド富士

MAP 5-E

MAP 5-E

11月1日～30日の土日祝日にケーブルカー
清滝駅前で開催。太鼓や歌唱による音楽イベ
ントや、民踊、八王子車人形などの催しの他、
山腹では、マス酒販売や東京こけしの実演販
売を行っています。
（公社）
八王子観光コンベンション協会
042-643-3115
平日8：30～17：15

12月、冬至前後の高尾山山頂では、富士山の
真上に沈む美しい夕陽
「ダイヤモンド富士」
を
眺めることができます。
日没は16：15頃。暖かい服装や履きなれた靴
でお越しください。なお、日没後は暗くなりま
すので、懐中電灯をご持参ください。
高尾登山電鉄
042-661-4151
9：00～17：00

凡例：

所在地

電話番号

営業時間

休業日

観光PR特使
ティカ
ニューロ
芸能分野

芸能・芸術・スポーツやゆるキャラなどさまざまな分野で活躍する八王子ゆかりの著名人である「八王子観光PR特使」が、日々
の活動や市内外で開催されるさまざまな観光イベントなどを通じて、八王子のさらなる知名度の向上やまちの魅力発信を行
なっている。

ーニング
グッドモ アメリカ
能分野
芸

リズム
フラチナ

冨永裕輔

T
UP LIF

芸能分野

芸能分野

八王子市内の十畳一間にメンバー
4人で共同生活をしながら、
市内の
飲食店等で流しスタイルの音楽活

芸能分野

市内で菓子販売店を営む一方、

バンド結成の地である八王子市

ンド「ニューロティカ」の活動は

全国各地のライブハウス、大型

した後も、
市内の地域イベントやお

アルバム「シルクロード」が全国

パスホールや日本武道館などで
の公演も行っている。

バンドである。

姫さまやDr.肥沼信次を描く曲が
国内外で話題になっている。

ロックバンドのボーカルでもあ
るアツシ(あっちゃん)が属するバ

内のライブハウスを拠点とし活
動してきたロックバンド。現在は

30年以上にわたり、多くの著名

フェス等で活躍し、八王子オリン

人をはじめ、
ファンに長年支持さ
れている存在。

ss
8prince
芸能分野

ー礒崎
チャーリ 野

メンバー全員八王子在住。平成
24年8月に「八王子を世界一の
街に！」を合言葉に結成された八
王子のご当地アイドル。市内の

イベント、お祭り行事に多数参加
の他、都内ライブハウス等のアイ

ドルイベントに出演中。

ポーツ分
芸術・ス

元日本代表マウンテンバイクプ
ロライダーとして数々の優勝経

験を持ち、スポーツタレントとし
て活躍中。また、鉄作家・デザイ

ナーとしても、家 具 やインテリ
ア・エクステリア、オブジェなど幅
広い作品を作り出している。

ズ
ートレイン
～ず
ビ
子
王
八
東京
ムサさび
分野
スポーツ

スローガンは「子ども達に夢と未
来を！」。バスケットボールを通じ
て、
「子ども達の明るい未来」や
「さらなる地域の活性化」、
「魅力
ある街づくり」に貢献し、地域に
根差した市民チームとして地域
間交流の橋渡し役を目指してい
る。

野
分ツ
ラー
ャポ
キス
術・
芸る
ゆ

高尾山のPRを中心に八王子観
光PRや地域応援活動を各地で
行うチーム。チームの目標は、高
尾山を舞台にしたアニメを制作
し日本や世界の人にもっと！もっ
と！高尾山を知ってもらいお山に
来てもらうこと！

キャンプ場
いの里
ふれあ
け
や
小
夕やけ 場
MAP 5-E
キャンプ

川遊び、動物とのふれあいが大自然の中で体験
でき、季節ごとのイベントも随時開催。立ち寄り
湯や食事処もあり、一日楽しめる夕やけ小やけふ
れあいの里にあるキャンプ場です。
ご家庭、職場の小グループでのキャンプに最適
です。すべて予約制ですので、
ご利用前に必ずご
連絡をお願い致します。
ご利用になれるテントの
数は８張までです。シーズン中は大変込み合い
ますので、必ず空き状況をご確認の上、
ご予約を
お願い致します。併設のバーベキュー場と合わせ
てのご利用も可能です。
上恩方町2030
042-652-3072
7月1日～9月30日の３ヶ月間
午後4:00～翌日午前9:30まで

動を開始。
メジャーデビューを果た

祭りなどへも積極的に参加し、
幅広
い年齢層に愛されるポップロック

郎
永野光太

八王子市南大沢のアウトレット

モールからソロ活動開始。
八王子に因んだメジャーデビュー
ヒット。その他八王子ゆかりの松

八王子
アローレ

伊藤洋平

芸術分野

分野
スポーツ

芸術分野

生まれも育ちも八王子。様々な
国際コンクールでの入賞歴を持

ち、八王子を拠点に海外でも勢
力 的 に演 奏 活 動を行 なってい

る。ピアノの前身となった楽器
「チェンバロ」を自作し、それを運
び込んでのリサイタルなど、ユ
ニークな活躍をしている。

ピー
松姫マッ

八王子現代家具工芸学校の代表。
本場英国で木製家具のデザイン

と制作を学ぶ。
プロの家具職人や
木工芸家育成にも力を注ぎ、
八王

子産の木材を使い山の資源の大
切さなどもワークショップで伝え

る活動を行っている。

ラ分野
ゆるキャ

松姫マッピーは、八王子織物の
発展に貢献した武田信玄公のご
息女・松姫様の愛を受け継いだ
妖精♪おしゃれが大好きなマッ
ピーが着ているドレスは、八王
子市の花「やまゆり」をモチーフ
にデザインした八王子織物。

「八王子からＪリーグヘ」を合言
葉に、総合型地域スポーツクラブ
「NPO法人はちきたSC」が運営す
る社会人サッカークラブ。
市民、地元企業の力をお借りしな
がら、八王子のあふれる魅力を
サッカーを通じて全国へPRする
ことが目標。

ーＪ
ゲンキダ

たき坊

ラ分野
ゆるキャ

八 王 子で 結 成した 、うっちー、
みっちゃん、
ちんみんの男性３人
組音楽グループ。人を前向きに励
ます楽曲「いちずな」が八王子ス
ポーツソングの優秀賞に輝くな
ど地域に根付くアーティストとし
てもその活動の域を着実に拡大
している。

分野
ヒーロー

八王子の滝山城跡に住む400才
の妖怪たぬき。
でも人間で言うと8
才(笑)。
昔はいたずら悪さをしてい
たが、お寺のおしょさんに捕まっ
て妖気封印され、ゆるっとのんび
りした性格となり、お坊さん見習
いとなって修行中。

高尾山に住む天狗の末裔の、烏
(からす)天狗のヒーロー・ゲンキ
ダーＪ。八王子市オリジナルダ
ンスソング「ぼくらの八王子」を
八王子っ子と一緒に踊れるのが
何よりの喜び！

都心から近いながらも、豊かな自然に囲まれた八王子には、のどかな里山の風景や四季折々の美しい草木や花、変化に富んだ
大自然などがある。バーベキューで八王子の農産物などを楽しんだり、川で遊んだり、のんびりと過ごしたりと自然を存分に堪
能できる。

場
キャンプ
日影沢
MAP 5-E

日影沢キャンプ場は、多くの皆様に緑と親しみ、無
料で森林レクリエーションを楽しんでいただくた
め、
高尾山の北側にある国有林の中に林野庁関東
森林管理局高尾森林ふれあい推進センターが設
置しています。近くには小川が流れ、四季折々の森
林の表情や植物観察などを楽しんだり、いろはの
森コースの歩道を通って高尾山登山ができます。
利用に当たっては、事前に往復ハガキでの申込
みによる完全予約制です。詳細については、下記
のホームページアドレスをご覧ください。
http://www.rinya.maﬀ.go.jp/kanto/takao/
campzyo/attach/pdf/campzyo-62.pdf
高尾町 高尾山国有林内
現地には電話がありませんので、
高尾森林ふれあい推進センターまで
お問合せください。042-663-6689

凡例：

所在地

電話番号

営業時間

休業日

見る・体験

八王子と言えば、高尾山に代表される自然に加え、
ミュージアムや、体験施設が多数あり、それらを巡り、新たな魅力を発見 !
ここでは、見る・体験スポットをご紹介します。
カフェや
販売コーナーも
あります

2017年7月
リニューアル
オープン

高尾山のことなら
おまかせ

歴史資料を
収集・展示

コニカミノルタ サイエンス MAP 8-C
ドーム（八王子市こども科学館）

大横町 9-13

八王子市郷土資料館

MAP 8-D

上野町33

042-624-3311

平日 12:00～17:00（9:00～正午は予約団体専用）

042-622-8939

土日祝および夏・冬・春休み期間 10:00 ～

9:00～17:00

月曜（祝日の場合は翌日休）

月曜（祝日の場合は翌日休）、年末年始

八王子市夢美術館

高尾ビジターセンター

MAP 1-G

八日町8-1ビュータワー八王子2F

高尾山頂

042-621-6777

042-664-7872

10:00～19:00
（入館は18:30まで）

10:00～16:00

月曜（祝日の場合は翌日休）、展示替え期間、年末年始

月曜
（祝日の場合は翌日休）
、年末年始

カフェやショップ
も人気

喫茶室、貸し部屋もあ
ります

MAP 4-E

不思議な世界を体感

静寂な雰囲気に身が
引き締まります

高尾599ミュージアム

MAP 5-E

武蔵陵墓地

MAP 6-D

高尾駒木野庭園

長房町1833

裏高尾町268-1

8:00～17:00
（4月～11月）
（最終入館16：30）
、

042-661-0023

9:00～18:00

8：00～16：00
（12月～3月）
（最終入館15：30）

9:00～16:00
（参入は～15:30）

年中無休 ※メンテナンス等で休館となる場合あり

宮内庁の行事があるときなど

高尾2435-3

042-661-0023

高尾山トリックアート
美術館

MAP 5-E

042-663-3611

高尾町1786

MAP 5-E

042-667-1081

10:00～19:00
（最終入館は18:15）
、12～3月

（9、10月は～17:00、11月～3月は～16:00）

は10:00～18:00
（最終入館は17:15）

年末年始

不定休

滑り台やターザン
ロープで遊べる
ツリーハウスが人気

家具と美術品の融合

高尾の森
わくわくビレッジ

MAP 6-C

東京富士美術館

MAP 8-B

村内美術館

MAP 8-C

オリンパス技術歴史館
「瑞古洞」

MAP 9-C

石川町2951

川町55

谷野町492-1

左入町787

042-652-0911

042-691-4511

042-691-6301

8:30～22:00

10:00～17:00
（16:30受付終了）

10:30～17:30
（入館は～17:00）

無休
（設備点検などで休館の場合あり）

月曜
（祝日の場合は翌日休）
、展示替え期間

水曜
（祝日の場合は翌日休）
、年末年始

042-642-3086
（予約制）
10:00～17:00（最終入館16:30）
土・日・祝日および会社休日

ストレスの少ない
環境で育つ牛のミルクは
おいしいと評判

釣ったマスを
その場で焼いて
食べる味は格別

充実した展示内容は
見ごたえ十分

北浅川恩方ます釣場

上恩方町1353

MAP 3-C

042-651-0869

8:00～16:30
（4月～10月）
8:30～16:00
（11月～3月） 雨天営業
12/30～1/3（但し大雨や台風により臨時休業あり）

絹の道資料館

MAP 9-F

磯沼ミルクファーム

MAP 8-E

日野オートプラザ

MAP 7-E

鑓水989-2
042-676-4064
9:00～17:00
（11月～2月は～16:30）
月曜（祝日と重なる場合は翌火曜）、年末年始

小比企町1625

みなみ野5-28-5

042-637-6086

10:00～16:00
（最終入館～15:00）

9:00～17:00

042-637-6600

日曜、
第1・
３
・
５土曜、
5月・夏季・年末年始連休あり

年末年始

（要問い合わせ）
凡例：

所在地

電話番号

営業時間

休業日

温浴施設

八王子には、春夏秋冬を目で楽しめる
スポットがあり、旬の楽しみがあります。

豊かな自然と美肌
の湯に癒される

高尾森林ふれあい
推進センター

高尾町2438-1

MAP 5-E

MAP 3-G
スパ＆ホテル
八王子温泉やすらぎの湯

毎年3月中旬の
「高尾梅郷梅まつり」
は大にぎわい

京王高尾山温泉
極楽湯

MAP 5-E

高尾梅郷

042-663-6689

9:00～17:00
木工体験は10:00～16:00
（受付は15:00）
展示室・クラフト体験室は年末年始を除き年中
無休
（臨時休業あり）

みころも公園
菅原道真公像

MAP E-6

中町2-1
（フロント5F）

高尾町 2229-7

042-648-5111

042-663-4126

11:00～翌朝 9:00

深夜2:00受付終了

8:00～23:00
（最終入館22:00）

裏高尾町

年中無休 ※施設点検等により臨時休館する場
合あり

無休

MAP 5-E

080-6758-1187

イロハモミジが
見られます

お食事処には
豪華な個室もあり

夕やけの湯

MAP 3-C

竜泉寺の湯

高尾山のもみじ

MAP 4-E

MAP 8-E
042-643-3115（八王子観光コンベンション協会）

042-632-2611

042-652-4126

-

〈入浴〉6:00～翌3:00（最終受付2:30）〈岩盤浴〉6:00～

宿泊のある日13:00～21:00
宿泊のない日 13:00～19:00
無休

-

買う

甘酸っぱい
ブルーベリーは
いくらでも
食べられそう

桜好きには
たまらない

片倉町3505

上恩方町2030
初沢町1327

花・植物

八王子には、温浴施設が多数ある。自然にふれて安ら
げる温浴施設で湯ったりしよう。

翌2:40（最終受付2:00） 朝風呂6:00～9:00
無休

伝統ある八王子ブランド
などのショッピングも楽
しめます。

多摩森林科学園

廿里町1833-81

ブルーベリー狩り

戸吹湯ったり館

MAP 3-C

三井アウトレット
パーク多摩南大沢

-

戸吹町1798
042-696-6113
10:00～22:00
（最終受付21:30）

南大沢1-600

毎月第3木曜日
（祝日の場合は翌日休）
(6月・11

042-670-5777

月は第2木曜日・第3木曜日)

甲州街道いちょう並木

ショップ10:00～20:00、
レストラン11:00～22:00

日本一長い流れる
プールが人気

042-661-0200

毎年11月の
「いちょう祭り」は大
にぎわい

MAP 6-A

MAP 10-F

042-652-4184
（JA八王子夕やけ小やけふれあいの里直売所）

MAP 6-D

要問い合わせ

MAP 7-D

幻想的な景色

東京サマーランド

MAP 6-A

イーアス高尾

MAP 10-F

道の駅 八王子滝山

MAP 9-B

今熊山麓のミツバツツジ
あきる野市上代継600
042-558-6511
要問い合わせ
要問い合わせ

東浅川町550-1

滝山町1-592-2

042-667-2960

042-696-1201

ショップ10:00-21:00 レストラン11:00-22:00

9:00～21:00

年中無休 ※設備点検などで休館日を設定する場合あり

年中無休

MAP 3-A

上川町230
042-643-3115（八王子観光コンベンション協会）

※施設内一部店舗を除く
凡例：

所在地

電話番号

営業時間

休業日

食 べる

八王子の美味を堪能！

麺がおいしい！あっさり味の
「八王子ラーメン」
、各店舗こだわりの
「とろろそば」
は、八王子を訪れたら、必ず食べたい一品。
豊かな自然が育む、八王子の旬の野菜も、ぜひご賞味あれ。

八王子ラーメン

高尾山のとろろそば

都内有数のラーメン激戦区の八王子。その中でも、市民のソウルフードで
ある
「八王子ラーメン」
は、スープに浮かぶ刻みタマネギのうま味が特徴
です。ラードで覆われた醤油ベースのスープは、そばつゆの技法を取り入
れ味に丸みを。一見濃厚そうに見えて、実はあっさりした味わいで、是非
一度は食べておきたいラーメンです。
※詳細は
「八麺会」
のホームページ参照。
http://www.hachimen.org/

高尾山を歩けば、山麓から山頂まで、あちらこちらで目にするのがそば店。こち
らでいただきたい名物メニューが
「とろろそば」
です。もともとは、登山で疲れた
参拝者の疲れを癒そうと、
とろろをそばにのせて出したのが始まりなのだとか。
自然豊かな高尾山だけあって、店のロケーションも自慢という店も多い。おいし
いとろろそばと絶景という、高尾の魅力を一度に味わってみてください。
※詳細は
「高尾山商店会」
のホームページ参照。
http://www.takaosan.jp

自然の中で
食べる、とろろ
そばは格別！

スープは
あっさり！

八王子ナポリタン

パンカツ

八王子の和菓子

江戸東京野菜
facebookに
アクセス！

「はちナポ」
の愛称で親しまれているナポリタ

ンは、たっぷりの刻みタマネギと八王子産の
食材を使っています。店ごとに違うアイデアレ
シピを味わってみてください。

※詳細は
「八王子ナポリタン」
の
ホームページを参照。 http://8napo.com/

伝統

甘辛いみたらしだんごや、麹を使った酒ま
んじゅうをはじめ、四季を彩る上生菓子、ア
レンジを加えた和洋菓子などバラエティに
富んでいます。

八王子発「C級グルメ」
として人気急上昇中。

パンをカツに見立て衣をつけ、鉄板でこんが
り焼いたもので、市内のお好み焼き屋などで
食べられます。
※詳細は
「パンカツ」
facebook参照。

東京のブランド野菜として注目を集めてい
ます。八王子では、川口エンドウ、高倉ダイ

コン、八王子ショウガが認定されています。
※詳細は
「多摩・八王子江戸東京野菜研究
会」
facebook参照。

https://www.facebook.com/pankatsu8/

人とモノの往来が育てた八王子の伝統美

江戸時代から盛んだった織物産業の歴史がつむいだ技術と伝統は、今も生きている。おしゃれにアレンジされた織物は、
きっとお気に入りが見つかるはず。

八王子織物

MAP 8-D

東京こけし

MAP 8-C

八王子車人形

MAP 5-C

中町黒塀

MAP 2-G

「東京こけし」、八王子市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1

古くから
「桑都」
と呼ばれるほど、絹織産業や
養蚕業が盛んだった八王子。今でも織物産業
が盛んで、特にネクタイは国内有数の産地で
す。八王子織物工業組合の直営店
「ベネック」
は、八王子織物ブランドのネクタイやスカー
フ等が、豊富な品揃えです。
八幡町11-2
042-626-0891
（直営店ベネック）
10:00～17:30

史跡

水曜日・日曜日

柔らかい表情がなんとも愛らしい東京こけ
し。肩のあたりにある首飾りのような木の輪
は作る過程でできるもの。都内で唯一のこけ
しです。
元横山町3-12-3
042-622-2978
（大蔵木工所）
8:00～20:00
日曜日

国の選択無形民俗文化財、東京都指定無形
民俗文化財の八王子車人形は、江戸時代末
期に考案された3つの車がついた箱形の車
に、腰を掛けて1人で操る独特なスタイルの
人形芝居。現在は五代目西川古柳家元らが
継承、国際的評価も非常に高い伝統芸能で
す。海外からの研修生も多く迎え入れていま
す。

戦後の最盛期には、料亭、待合、置屋が50軒
以上、芸妓数も200人以上いましたが、織物
業の衰退とともに減少し、昭和60年代前半に
は芸妓数が一桁に落ち込んでしまいました
が、近年、花柳界の文化を受け伝えようと若
い世代の芸妓数が増え、現在では20名程に
なり、地域行事などでも日々精進した芸を披
露しています。

下恩方町1566
（西川古柳座けいこ場）

戦国時代、北条と豊臣の戦いの地でもあった八王子は、今もその城跡が残されています。
江戸時代に家康が統治していたころの、様々な史跡も多数あり、歴史に思いを馳せてはいかがでしょうか。
大河ドラマや映
画のロケ地として
も有名！

中世の城跡が
市民の憩いの場

戦国時代最後の山城

八王子城跡

MAP 5-D

小仏関跡

MAP 5-E

片倉城跡公園

MAP 8-E

滝山城跡

MAP 8-B

元八王子町3-2664-2

裏高尾町419

片倉町2475

丹木町3-74

042-663-2800
（八王子城跡ガイダンス施設）

042-643-3115（八王子観光コンベンション協会）

042-649-8900

042-643-3115（八王子観光コンベンション協会）
凡例：

所在地

電話番号

営業時間

休業日

四季 イベントカレンダー

伝統の祭りから最近誕生したニューイベントまで。八王子は一年中、
元気いっ
ぱい。花や緑の名所もあわせて、季節に応じて思いっきり楽しもう！

春

※諸事情により、イベント内容の変更、もしくは中止になる可能性も
あります。詳しくは八王子観光コンベンション協会のホームページ
をご覧ください
http://www.hkc.or.jp

（八王子市中心市街地）
八王子
「得する街のゼミナール」
八王子きつね祭（子安神社）
（高尾梅郷各梅林）
3月中旬 高尾梅郷梅まつり
（八王子駅ほか）
3月中旬 冬の街なかコスプレイベント～ホワイトデー
（高尾山麓自動車祈祷殿広場）
3月第２日曜 高尾山火渡り祭
（夕やけ小やけふれあいの里）
3月中旬～4月上旬 河津桜散策
（夕やけ小やけふれあいの里）
3月下旬～4月中旬 花まつり
3月上旬～下旬

3月中旬

高尾山若葉まつり 4月～５月
土日祝日を中心にさまざまなイベントを
開催します。新緑の美しい高尾山に、ぜ
ひお出かけください。

秋
踊れ！西八夏祭り（西八王子駅北口）
しょうが祭（永福稲荷神社）
（JR八王子駅北口周辺）
9月上旬予定 越中八尾おわら風の舞in八王子
（夕やけ小やけふれあいの里）
9月中旬～下旬 おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵展
稲刈り 9月
（八幡八雲神社）
9月中旬予定 八幡神社例大祭
昔ながらの里山の風景のなか
（片倉集いの森公園 予定）
9月下旬 八王子流鏑馬
で、稲刈りを体験できます。
（夕やけ小やけふれあいの里）
9月下旬～10月上旬 かかしまつり
（子安神社）
9月下旬 泣き相撲
（夕やけ小やけふれあいの里）
9月下旬 稲刈り
9月上旬

9月第１金・土曜

八王子フードフェスティバル（八王子市内）
観月祭（子安神社）
（大栗川周辺）
10月予定 大栗川キャンドルリバー
元八王子北条氏照まつり 10月
10月上旬～下旬 八王子
「得する街のゼミナール」
まつりのメインは高尾街道の「武
10月上旬予定
10月予定

（八王子市中心）

八王子古本まつり（西放射線ユーロード）
八王子国際交流フェスティバル

10月上旬

高尾・陣馬スタンプハイク（高尾山・陣馬山）
（滝山城跡公園及び都立滝山公園）
4月上旬 滝山城跡桜祭り
（高尾山麓及び高尾山中）
4月上旬～5月下旬 高尾山若葉まつり
（髙尾山薬王院）
4月第３日曜 高尾山春季大祭
（富士森公園 東側駐車場）
4月下旬 ＪＡ八王子春の植木市
（西放射線ユーロード）
4月下旬 花と緑のまちづくりフェア
（南大沢中郷公園ほか）
4月下旬 フラワーフェスティバル由木
4月上旬～5月下旬

フラワーフェスティバル由木 4 月
「花と緑と夢家族」をテーマに春のハンギングバスケッ
ト展、春のコンテナガーデンコンテストや、ステージ
での演奏・踊りの発表、バザール ( 模擬店 ) など多
数の催し物が行われます。

八王子古本まつり（西放射線ユーロード）
新緑祭（夕やけ小やけふれあいの里）
（南浅川 長房市民センター前）
毎年5月4日・5日 長房ふれあい端午まつり
（西放射線ユーロードほか）
5月中旬 八王子地域合同学園祭☆学生天国☆
（八王子市学園都市センターほか）
5月中旬 ビッグウエスト学生フェスティバル
（夕やけ小やけふれあいの里）
5月中旬 田植え
5月下旬 伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル

10月上旬

者行列パレード」です。

（八王子東急スクエア11F・12F）

夕焼小焼童謡祭（夕やけ小やけふれあいの里）
高尾山秋季大祭（髙尾山薬王院）
夕やけ運動会（夕やけ小やけふれあいの里）
八王子メッセ
「街道市」
・わくわくフェア

10月中旬

毎年10月17日
10月下旬
10月下旬

（西放射線ユーロード）

秋の民踊フェスティバル（オリンパスホール八王子）
（夕やけ小やけふれあいの里）
10月下旬～11月中旬 菊花展
（高尾街道ほか）
10月下旬 元八王子北条氏照まつり
（八王子駅周辺）
10月下旬 はちおうじハロウィン
（高尾山・陣馬山）
10月～12月上旬予定 高尾・陣馬スタンプハイク
10月下旬

5月上旬

5月上旬

（JR八王子駅周辺ほか）

全国大陶器市 八王子値切り市（西放射線ユーロード）
菊花展（諏訪神社）
（高尾山麓及び山中）
毎年11月1日～30日 高尾山もみじまつり
（市守大鳥神社）
11月酉の日 酉の市
11月予定 八王子大江戸舞祭（片倉集いの森公園）
11月上旬 バルベリー八王子
11月上旬

11月上旬～中旬

（八王子駅北口・南口 京王八王子周辺）

夏

紅葉散策（夕やけ小やけふれあいの里）
八王子いちょう祭り（甲州街道ほか）
ふれあいの里まつり（夕やけ小やけふれあいの里）

11月中旬～下旬
11月中旬
11月中旬
八王子花火大会 7月
ダイワハウススタジアム八王子（富士森公園
野球場）
を会場に花火が夜空を彩ります。

ホタルの夕べ（夕やけ小やけふれあいの里）
あじさい散策（夕やけ小やけふれあいの里）
6月中旬～10月中旬予定 高尾山ビアマウント
6月上旬～下旬

6月中旬～下旬

冬
みなみ野冬のイルミネーション（八王子みなみ野駅周辺）
大学コンソーシアム八王子学生発表会

11月下旬～1月中旬
12月上旬

（ケーブルカー高尾山駅 展望台）

機守神社例祭式典（大善寺境内 神殿前）
あさがお市（西放射線ユーロード）
（信松院）
7月上旬 ほおずき市
（子安神社）
7月下旬予定 祇園祭
7月下旬 平和祈念・八王子とうろう流し

7月上旬予定

（八王子学園都市センターイベントホール）

ダイヤモンド富士（高尾山頂及びもみじ台）
霜の花観賞（夕やけ小やけふれあいの里）
（八王子駅周辺）
12月下旬 冬の街なかコスプレイベント・クリスマス
（戸吹スポーツ公園ほか）
12月下旬 東京ユースサッカーフェスティバル
（天海山雲龍寺）
毎年12月31日 除夜の鐘
冬至前後５日間

7月上旬

12月中旬～1月上旬

（市役所横、鶴巻橋下河川敷）

八雲神社例大祭（八幡八雲神社）
八王子花火大会（ダイワハウススタジアム八王子）
（八王子市学園都市センターほか）
7月下旬 夏休みこどもいちょう塾
（富士森公園・浅間神社）
7月下旬・8月上旬 だんご祭り
7月下旬

7月下旬

IFSCクライミング世界選手権
七夕まつり（夕やけ小やけふれあいの里）
（甲州街道・西放射線ユーロード）
8月上旬 八王子まつり
（高尾599ミュージアム）
8月中旬予定 TAKAO599祭り
（夕やけ小やけふれあいの里）
8月中旬 そうめん流し
（氷川神社）
8月中旬 氷川神社例大祭
（狭間町会館前から御嶽神社）
8月第３日曜 狭間の獅子舞
（四谷町会館ほか）
毎年8月25・26日 四谷龍頭の舞
（諏訪神社）
毎年8月26・27日 まんじゅうまつり
8月下旬 大学コンソーシアム八王子下D・SDフォーラム
8月上旬～中旬

8月上旬～中旬

迎光祭（高尾山頂）
だるま市（天海山雲龍寺）
新年初鐘・新年初詣（天海山雲龍寺）
（八福神）
1月1日～10日 八王子七福神めぐり
（子安神社）
1月上旬 初金刀比羅
（夕やけ小やけふれあいの里）
1月中旬 どんど焼き
（八王子学園センターイベントホール）
1月下旬 八王子学生CMコンテスト
毎年1月1日

1月1日～３日

高尾山の冬そばキャンペーン（高尾山周辺のそば店）
節分会（髙尾山薬王院ほか市内各神社）
全関東八王子夢街道駅伝競走大会（甲州街道ほか）
冬の街なかコスプレイベント～バレンタイン（八王子駅ほか）

2月上旬～下旬
毎年2月 3日
2月中旬
2月中旬

迎光祭 1月
高尾山頂にて初日の出を拝み、1年の安全
を祈願します。

（八王子市学園都市センター）

8月最終日曜

今熊神社の獅子舞（今熊神社）

八王子まつり
（民踊流し） 8月
甲州街道を浴衣姿の
約4,000人が踊ります。

八王子まつり ８月
山車と千貫神輿で大いに盛り上がる。
70万人もの人出があります。

節分会 2月
芸能人や力士などによる豆まきで有
名な髙尾山薬王院の節分会。

