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第
 34回全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会事務局
６２６・3170
（八王子市都市緑化フェア推進室内) ☎６２０・７253
（9/11からは情報センターまで☎686・1740）

■問い合わせ

9月16日（土） 10月15日（日）
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回目を迎えます。

34

みどリ～
はっちお～じ

メイン会場

各種イベント盛りだくさん!
MAP

●9月17日（日）午後2〜4時
公園・景観・花とみどりのスペシャリスト
たちが、みどりの環境調和都市・八王子の未
来を語ります。
（申込不要。直接会場へ。）

フェア期間中は、陸上競技場や野球場など公園全体が花とみどりで彩られます。
また、ガーデンレストランやマルシェのほか、各種イベントも開催します。
開催時間：午前9時30分から午後5時まで

MAP

ビジョンフォーラム
⓮
「みどりのまちづくりフォーラム」

八王子フード ❾
フェスティバル
●9月16日（土）
～18日（祝）
有名シェフやレストランが
富士森公園に集結します！

先着
200名

ご注意ください!
富士森公園に一般駐車場はありません。JR八王子駅南口から
富士森公園まで毎日運行する無料シャトルバス
（午前9時〜午
後4時30分運行（※注4）
）
や公共交通機関をご利用ください。

MAP

SAMの健康 ⓮
イージーダンス
●10月14日（土）
午後1時〜

先着
400名

富士森公園
こども広場

八王子100年応援団ＳＡMさんによ
るダンス教室。みんなで汗を流そう！
（申込不要。直接会場へ。）

八王子
千人同心花壇
❻
❺

バイク置き場（※注3）
自治体
自転車
置き場（※注3） ガーデン
MAP

障害者等用駐車場

航空自衛隊航空中央音楽隊演奏会 ⓮
●9月16日（土）午後2時30分～（9月7日（木）必着）
富士森体育館にて、航空自衛隊航空中央音楽隊による
演奏会を開催。
鑑賞ご希望の方は、往復はがきに住所・氏名・電話番号・
希望人数（2名まで）をご記入のうえ、〒192-8501八王子
市元本郷町三丁目24番1号 都市緑化フェア推進室へ。9月
7日（木）必着。
（定員700名。応募多数の場合は、抽選とな
ります。）

NHKの番組収録と
トークショー

スポット会場

ブルーインパルス
●9月16日（土）午前9時15分頃
開会式当日、航空自衛隊のブル
ーインパルスが八王子の上空にや
って来ます。
富士森公園を中心に半径約
10km以内でご覧いただけますの
で、空を見上げてみてください。

市内各地の街かど花壇など

市民の方や市内で活動する

【主なスポット会場】
◉街かど花壇
花壇をスポット会場とし、市域
◉オープンガーデン
◉医療刑務所壁面アート
全体でフェアを盛り上げます。
団体によって彩られる街かど
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だんだん広場

市制100周年を記念し、陸上競技場の100m走路を活用した、
100
種類のペチュニアによるグラデーションが美しい大花壇です。
花の植栽は市民ボランティアが行う参加型ガーデンです。

⓫ アウトドアリビングガーデン
⓬ ライブガーデン

注1 富
 士森公園は、9月15日（金）午
前9時から16日（土）午前7時ま
で閉鎖します。
注2 駐
 車場はありません。
注3 9月16日（土）、駐輪場（二輪車・
自転車）は使用できません。
注4 無料シャトルバスは、9月16日
（土）10時頃から運行します。

■富士森公園はちむすびガーデンイメージ



❸

はちむすび
ガーデン

マリーゴールドをメインフラワー
とし、2つの円形ガーデンで、八王子
と多摩地域を表現するガーデンで
す。豊かな水辺と里山のみどりをイ
メージした八王子ガーデンでは、サ
テライト会場も紹介します。

⓮ 富士森体育館

❽

■富士森公園メインエントランスイメージ

❶
 Welcome Flower
 都立特別支援学校2校の児童・生徒が育てたお花
で皆さんをお出迎えします。

❷ 八王子100周年アーカイブガーデン

❿ ロードサイドガーデン

スタジアム
アートガーデン
⓭

メイン会場のガーデン紹介

❽ カルチャーガーデン
はちおうじ
❾ ガーデンレストラン・マルシェ
❼ 学生ガーデン
シャトルバス
MachiNiwa
乗降場
スポーツ
ガーデン
❶
❺
❸
❸
❹
Welcome
Flower
はちむすびガーデン
❷
八王子100周年アーカイブガーデン

MAP

●9月17日（日）
「趣味の園芸フェア」
（9月6日（水）必着）
●9月24日（日）
「きょうの料理フェア」
（9月13日（水）必着）
●10月1日（日）
「やさいの時間フェア」
（9月20日（水）必着）
往 復 は が き に 氏 名・住 所・年 齢・性
別・人数（2名まで）・電話をご記入のう
え、〒152-0035目 黒 区 自 由 が 丘3-1519、ご希望の「○○フェア」事務局まで
（抽選）。
お問い合わせは、
NHKエデュケーシ
ョナル☎︎03・6421・2201まで。

富士森公園

❹スポーツガーデン
 各種ニュースポーツやテント張りなどのアウトドア
体験ができます。
❺自治体ガーデン
 都市緑化に取り組む14自治体が共同でつくる「循環
の庭」が登場します。
❻八王子千人同心花壇
 市民参加の植栽による約1,000㎡のボーダーガーデン
では、多彩な草花が楽しめます。

❽カルチャーガーデン
NHK「趣味の園芸」50周年のガーデン＆ステージです。
❾ガーデンレストラン・マルシェ
野菜など地元食材を使ったグルメが楽しめます。
❿ロードサイドガーデン
 “みどりのおもてなし空間”をテーマとした会場内のメ
インストリートです。
⓫アウトドアリビングガーデン
 洋風、和風庭園など住宅向けのガーデンライフを提案し
はちおうじ学生
ます。
⓬ライブガーデン
ガーデンMachiNiwa
 「技能五輪全国大会」メダリストがライブで造園技術を
市内にある大学などの
披露します。
（9/16 ～ 18）
木をモチーフにしており、Machi の「i」から木の枝が伸びているイメージです。
学生が主体となり、
「 みど
この木は、逆さにして見たとき、八王子の「八」という漢字の６つからできており、
⓭スタジアムアートガーデン
６つの八王子の大学が緑化に取り組むという思いを込めました。
りの環境調和都市」をテー
 野球場の内野部分にコスモスの花畑が出現します。
マにつくるガーデン。若い
⓮富士森体育館
力の新しい発想で、都市の
 みどりや花をテーマに小・中学生が描いた絵画の展示な
緑化を提案します。
どを行います。

❼

はちおうじ学生ガーデン
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市内6エリアのサテライト会場へ行こう！

サテライト会場では、
メイン会場と各エリアを結ぶ無料シャトルバス運行日を中心に、様々なイベントを開催します。
中央エリア

北エリア

西エリア

西放射線ユーロード

道の駅八王子滝山

夕やけ小やけふれあいの里

『にぎわいを彩る』をテーマに、沿道の店先や公
園を花とみどりで装飾し、来場者をおもてなしす
る
『中心市街地』の会場です。

『農と歴史がふれあう里』をテーマに、高月の田
園風景や豊かな滝山地区の自然とふれあえる
『里』の会場です。

『森とふれあう』をテーマに、恩方地区の自然や
上川地区の自然を体験することのできる
『森』の
会場です。

●オープンカフェ
（9/16㊏〜10/15㊐）
●まちなか体験教室（10/14㊏）
●生花の髪飾りでみんな笑顔（10/15㊐）

●道の駅まつり
（9/17㊐・10/1㊐・7㊏・15㊐）
●田んぼアートイベント
（9/17㊐〜30㊏）
●里山あそび（9/17㊐・30㊏）

JR中央線・八王子駅北口徒歩1分

●夕やけ小やけの祭典（期間中の㊏㊐㊗）
●ザ・上川の里歩き
（10/8㊐を除く㊏㊐㊗）
●小田野中央公園をあそび尽くそう!（9/24㊐）

八王子市滝山町1-592-2

西南エリア

八王子市上恩方町2030

東南エリア

東エリア

南浅川・高尾登山電鉄清滝駅前

片倉つどいの森公園

南大沢駅前・由木地区

『水とふれあう』をテーマに、南浅川の水辺環境
とふれあい、様々な交流が展開される
『川』の会
場です。

『秋をたのしむ』をテーマに、お月見や収穫祭、
ハロウィンパーティー等、皆がつどい楽しむ『実
り』の会場です。

『みどりも人も育つ街』をテーマに、多摩ニュータ
ウンと旧由木村の新旧のまちの魅力を体験でき
る
『多摩丘陵』会場です。

●水と親しむ体験学習
●ステージイベント
（ともに9/23㊗・24㊐南浅川会場上
流、10/7㊏・8㊐下流）

●つどいの森収穫祭（9/30㊏・10/1㊐を除く㊏㊐㊗）
●お月見のつどい（宇津貫緑地、10/7㊏）
●つどいの森ハロウィン
（10/9㊗）

南浅川会場：JR中央線・京王高尾線高尾駅北口徒歩20分（上流）
JR中央線西八王子駅北口徒歩20分（下流）

●みどりの丘でアクティビティー（9/30㊏）
●長池公園キャンドルナイト
（9/30㊏）
●大栗川キャンドルリバー（10/14㊏）

JR横浜線 八王子みなみ野駅徒歩15分
※駐車場等使用できない日があります。

事前申込が必要なサテライト会場イベント情報
エリア名
中央
西

イベント名
たにぞうコンサート
前田晃さん講演会
「新作を中心に語る風景写真」
吉谷桂子さん講演会「緑のある
ライフスタイル」
由木村トレジャーハント

東

首都大学東京講演会・緑地観
察・パネル展示
スポーツイベント
「みどりの丘で
アクティビティー」
・野球教室（①経験者対象）
・ビギナーズテニススクール（②
一般、③・④キッズ・ジュニア）
・サッカー教室（⑤・⑥）
山本紀久さん講演会「由木のみ
どりの価値と再生」

日時
9/30（土）
14：00〜
9/30（土）
13：00～
9/23（土）
13：30〜
9/23（土）
9：00〜
9/30（土）
10：00〜

定員
800名
100名

予定申込方法
電話かインターネットで学
園都市文化ふれあい財団
へ☎621・3005
電話で夕やけ小やけふれ
あいの里へ☎︎652・3072

200名
20組

電話、
ファックス、
またはＥ
50名
メールで市環境政策課（☎
620・7384、 626・4416、
9/30（土）
①・②・
b110400@city.hachioji.
①・②・③・⑤
③・④20 tokyo.jp）へ
10：00～／
名／⑤・
④11：00～／
⑥50名
⑥13：00～
10/7（土）
13：30～

200名

京王相模原線・南大沢駅等

メイン会場
（富士森公園）
からの
無料シャトルバス運行日
中央エリア 9/16（土）〜10/15（日）
9/17（日）高月浄水所行き
北エリア

西エリア
西南エリア

10/7（土）道の駅八王子滝
山行き
9/18（祝）
・10/1（日）
9/23（祝）陵南公園行き
10/8（日）市役所行き

東南エリア 9/24（日）
・10/9（祝）

東エリア

9/30（土）上柚木運動場→
三井アウトレットパーク
多摩南大沢行き
10/14（土）大竹橋行き
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