平成２８年１０月２１日（金）
午後２時００分～
会

場

第６委員会室

市長記者会見資料

市長発表資料
① 市制 100 周年記念事業
1． 肥沼信次博士ゆかりのドイツ・ヴリーツェン市に訪問団を派遣
交流協定締結に向けて
2．今年のいちょう祭りには中村美里選手が登場！
3．「日比谷公園ガーデニングショー」で緑化フェアをＰＲ！
八王子産木材のチェーンソーアート作品 “木”みどリ～をお披露目
4．民間企業と共に機運醸成
（1）高尾山の定番みやげ「天狗黒豆まんじゅう」が 100 周年記念仕様に
（2）25 年ぶり！「大相撲八王子場所」

② 伝承のたまてばこ 多摩伝統文化フェスティバル
～東京 2020 公認文化オリンピアードとして開催

③ “オリエンテーリング日本発祥の地”八王子でフォトロゲイニング
～観光とスポーツを融合したイベントで滝山の魅力をＰＲ
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市制 100 周年記念事業
１．肥沼信次博士ゆかりのドイツ・ヴリーツェン市に訪問団を派遣
交流協定締結に向けて
こえぬまのぶつぐ

中町出身の医師、肥沼信次博士ゆかりのドイツ・ヴリーツェン市については、海外交
流都市の候補都市に選定し、現在、来年の交流協定締結に向け準備を進めている。その
一環として、このたび下記の日程で現地を訪問する。
今回の訪問にあたり、現地の聖ヨハニッター高校と姉妹校提携している八王子高校の
ふじおか た か し

教諭で、長年にわたりヴリーツェン市との交流を担当している藤岡隆史氏に、橋渡し役
として御同行をお願いし、行政として初の現地訪問となる。
なお、ヴリーツェン市長への表敬訪問の際には、石森市長からの親書をお渡しし、交
流協定締結に向け、協議を開始することを申し入れるほか、今後の交流について意見交
換を行う予定である。
記
（１）訪 問 日 程

平成２８年１１月４日（金）
（渡航日程：平成２８年１１月３日（祝）～７日（月））

（２）訪

問 団

≪団
長≫中村副市長
≪八王子市≫市民活動推進部長ほか職員１名
≪市 議 会≫福安議長、議会事務局長
ふじおか た か し

≪同行市民≫八王子高校教諭 藤岡隆史氏
（３）主な面会者

ヴリーツェン市長

ウヴェ・ジーベルト氏

ヴリーツェン市議会議長

ヴォルフガング・スコール氏

（４）今後のスケジュール
平成２８年１２月

市議会へ交流協定締結を提案

平成２９年７月頃

協定締結のため、ヴリーツェン市を訪問

平成２９年１０月

市制 100 周年記念式典へヴリーツェン市長を 招 聘

しょうへい

＜問い合わせ＞
市民活動推進部

多文化共生推進課長
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浅岡 電話０４２－６２０－７４３７

平成２８年１０月２１日市長発表資料①

２．今年のいちょう祭りには中村美里選手が登場！
小田原市・寄居町と 10 月 1 日に姉妹都市の盟約を締結してから初めてとなる、今年
のいちょう祭り。両自治体には記念式典への出席のほか、11 月 20 日の正午から始まる
クラシックカーパレードにも参加していただく。
また、クラシックカーパレードには、先日、本市初の市民栄誉章を贈呈した女子柔道・
オリンピアンの中村美里選手にも参加していただく。
ほかにも踊りやパレード、物産展など、楽しいイベントが盛りだくさんで、今年のテ
ーマは「新しいことを試みよう！」。
記
（１）期

日

（２）会

場

（３）主なイベント

平成２８年１１月１９日（土）・２０日（日）
甲州街道ほか
関所オリエンテーリング
じょいそーらんパレード
園児パレード
クラシックカーパレード
記念式典

各日とも午前９時～午後４時
１９日午後１時～
２０日午前１１時３０分～
２０日正午～
２０日午後１時～

＜問い合わせ＞
（いちょう祭りについて）産業振興部

観光課長

平本

電話０４２－６２０－７３７８
（中村美里選手について）生涯学習スポーツ部

スポーツ振興課長

電話０４２－６２０－７４５７
（姉 妹 都 市について）都市戦略部

秘書課長

真辺

電話０４２－６２０－７３４５
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３．「日比谷公園ガーデニングショー」で緑化フェアをＰＲ！
八王子産木材のチェーンソーアート作品 “木”みどリ～をお披露目
明日 10 月 22 日から行われる「第 14 回日比谷公園ガーデニングショー」に、全国都
市緑化はちおうじフェアＰＲブースを出展する。
ブースでは、緑化フェアの認知を更に高めていくため、チェーンソーアートにより
制作した「みどリ～」のお披露目を行う。制作にあたったのは、市内造園業者である
うえ こ

なかまち み

わ

こ

植小株式会社（上野町）の中町美和子さん。日々の業務は、市の指定管理者として公園
おおひら

の維持管理にあたっている。その管理する公園の一つ、大平公園（南大沢三丁目 11）に
は中町さん制作のチェーンソーアートのフクロウが置かれている。こうしたことから、
「みどリ～」の制作を打診したところ、「八王子で開催する緑化フェアのためなら」と
快諾いただき、八王子産の木材を用いて完成に至った。
また、間伐により出た杉の木を提供していただいたのは、多摩森林科学園。八王子産
の木材についてもあわせてＰＲしていく。
記
（１）第 14 回日比谷公園ガーデニングショー概要
10 月 22 日（土）～30 日（日）10：00～16：00（最終日は 15：00 まで）
主催：日比谷公園ガーデニングショー2016 実行委員会（電話 03-3232-3097）
（２）今後の“木”みどリ～の展開
全国都市緑化はちおうじフェアの各種プレイベント等で展示し、フェアをＰＲす
る。また、全国都市緑化はちおうじフェアでも展示を行う予定。
制作風景

＜問い合わせ＞
都市緑化フェア推進室主幹
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小池

電話０４２－６２０－７２５３
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４．民間企業と共に機運醸成
（１）高尾山の定番みやげ「天狗黒豆まんじゅう」が 100 周年記念仕様に
高尾山でケーブルカー・リフトを運営している高尾登山電鉄（株）では、お土産とし
て好評を博している「天狗黒豆まんじゅう」のパッケージに市制 100 周年のロゴマーク
を掲載し、100 周年記念パッケージとして本日より販売する。
記
（１）販売開始
（２）販売価格
（３）販売場所

平成 28 年 10 月 21 日（金）
1 箱（6 個入り）630 円
・売店「香住」（ケーブルカー高尾山駅近く）
・売店「やまゆり」（ケーブルカー清滝駅改札横）
・売店「楓 Kaede」（京王線高尾山口駅改札を出て右）
・京王高尾山温泉「極楽湯」（京王線高尾山口駅横）
・セレオ八王子北館地下 1 階「たい夢」

（４）商品画像

第４回八王子Ｔ－１
（手土産ナンバーワ
ン）グランプリ 2014
最優秀賞受賞

＜問い合わせ＞
市制 100 周年記念事業推進室主幹
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髙橋

電話０４２－６２０－７３４８
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（２）25 年ぶり！「大相撲八王子場所」
大相撲八王子場所を平成 29 年 4 月に開催する。八王子で大相撲の巡業が行われるの
は実に 25 年ぶりである。
巡業部長である貴乃花親方による稽古指導やちびっこ相撲、禁じ手をコミカルに表現
し ょ っ き り

すもうじんく

する初っ切り、太鼓打ち分けの実演から力士の美声に酔う相撲 甚句 など、巡業でしか
見ることができない出し物も盛りだくさん。場所はエスフォルタアリーナ八王子で行い、
八王子市民の方へは一般販売より２週間早く入場券を先行販売する。
記
【日

時】

【場
所】
【販売開始日】
【表 敬 訪 問】

平成２９年４月２２日（土）
≪開場≫午前 8 時
≪打ち出し(終了)≫午後 3 時
エスフォルタアリーナ八王子
八王子市民優先：１１月１５日（火）から
一
般：１２月 １日（木）から
日 時：１１月２９日（火）14：30～15：00
場 所：市長応接室
訪問者：日本相撲協会

えだがわ

あおぎやま

枝川親方（元蒼樹山）

＜問い合わせ＞
市制 100 周年記念事業推進室主幹

髙橋

電話０４２－６２０－７３４８

今後の主な 100 周年記念事業
１１月 ５日（土） 川口やまゆり館まつり
１１月 ６日（日） 会場：川口やまゆり館（川口町３８３８）
問い合わせ先：生涯学習センター川口分館
０４２－６５４－８４５０
１１月 ６日（日） あったかホールまつり
会場：あったかホール（北野町５９６－３）
問い合わせ先：あったかホール
１１月１９日（土） いちょう祭り
１１月２０日（日） 会場：甲州街道など
問い合わせ先：同祭典実行委員会
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伝承のたまてばこ 多摩伝統文化フェスティバル
東京 2020 公認文化オリンピアードとして開催
「伝承のたまてばこ ～多摩伝統文化フェスティバル 2016～」を、11 月 26 日・27 日に開催
する。これは本市で新たに実施するイベントであり、八王子駅周辺のまちなかを舞台に、八王
子・多摩地域に伝わる伝統文化の魅力を、多くの世代にわかりやすく紹介する。中でも、八王
子車人形・影絵（写し絵）
・八王子芸妓衆の踊りは一番の見どころである。
このイベントは、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、
「東京 2020 公認文化オリンピアード」
として多摩地域の市町村で初めて認証された事業である。
記
１ イベント名
伝承のたまてばこ ～多摩伝統文化フェスティバル 2016～
２ 開催日時
平成２８年１１月２６日（土） １０：００～１７：３０
１１月２７日（日） １０：００～１７：００
３ 開催場所
JR 八王子駅周辺（西放射線ユーロード・八幡八雲神社・八王子繊維貿易館講堂他）
４ 主なプログラム
受け継がれてゆく伝統の八王子車人形

江戸時代のアニメーション「影絵（写し絵）」

八王子車人形は約１５０年を超える歴史を持つ

写し絵は江戸時代に始まり、八王子では影絵と

にしかわ こりゅう

一人遣いの人形芝居です。西川 古柳 氏自ら出演
し、伝統の技を披露します。
さんばそう

と う か い どうちゅう ひ ざ く り げ

呼ばれ、明治から昭和初期に盛んに実演されて
いました。東京造形大学大学院 Hachioji 影絵プ
ロジェクトの皆さんによる公演を行います。

ら んと う ば

「三番叟」「東海道中膝栗毛―赤坂並木から卵塔場
の段」

日時：１１月２６日（土）１６時～
ふくでんじ

日時：１１月２６日（土）①１１時～②１３時～
場所：八幡八雲神社 神楽殿（元横山町）

場所：安榮山明王院 福傳寺（明神町）
※このほかにも、昔の映写機「風呂（ふろ）」を
使ったミニ公演などを行います。

八王子芸妓衆の華と粋

「東海道中膝栗毛―赤坂並木から卵塔場の段」

多摩地域唯一の花街がある八王子で、置屋・ゆ

日時：１１月２７日（日）

き乃恵の女将めぐみさんを中心に若い芸妓たち

①１２時半～、②１４時半～

が八王子花柳界の伝統を守り続けています。八

場所：横山町公園 屋外ステージ

王子芸妓衆が唄と踊りを披露します。

※１１時４５分から八王子駅北口西放射線
ユーロードで出演者がお練りを行います。

日時：１１月２６・２７日１４時３０分～
場所：中町公園 屋外ステージ
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５

主催
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
八王子市
公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

※アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）とは
新たな芸術文化創造の基盤整備をはじめ、東京の独自性・多様性を追及したプロ
グラムの展開、多様な芸術文化活動を支える人材の育成や国際的な芸術文化交流の
推進等に取り組み、東京の芸術文化施策の中心的役割を果たしていく公益財団法人。
また、2020 年を見据え、東京文化プログラムに向けたプロジェクトを展開している。
※東京 2020 公認文化オリンピアードとは
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて気運醸成やレガシー創
出に向けたアクションをオールジャパンで推進するための「東京 2020 参画プログラ
ム」（認証主体：公益財団法人 オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）
の文化分野。認証されると、公認マーク等の使用が可能となる。
文化芸術の力で地域を活性化し、若者の参画促進や創造性を育むことで、2020 年
から先の未来に、日本や世界の文化を継承していくことを目指している。

＜問い合わせ先＞
（イベントについて）市民活動推進部 学園都市文化課長 山野井 電話 042-620-7409
（オリンピアードについて）都市戦略部 都市戦略課長 立川 電話 042-620-7335
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“オリエンテーリング日本発祥の地”八王子でフォトロゲイニング
観光とスポーツを融合したイベントで滝山の魅力をＰＲ
日本で初めてオリエンテーリングが開催されたのは今から５０年前の高尾山。京王電鉄の
高尾山口駅前には、
“オリエンテーリング発祥の地”を示す案内板が建てられている。今年６月
には、東京都オリエンテーリング協会が日本導入５０周年記念行事として観光とスポーツを融
合したフォトロゲイニングを開催した。
今度は、国史跡の滝山城跡や高月町の田園風景など、多くの観光スポットが存在する八王子
市北部の加住地区で「八王子フォトロゲイニング滝山」を来年２月に開催する。開催にあたっ
ては地域住民と連携し特別ルールを設けるなど、この地区ならではの楽しみ方を提供する。
１１月１日(火)から特設ホームページで参加者を募集する。
記
１

フォトロゲイニングとは
地図をもとに、制限時間内にチェックポイントを回り、
見本と同じ写真を撮影して得点を集めるスポーツ。遠い
場所や探しにくい場所ほど高得点が設定され、合計点が
高いチームが上位となる。
※オリエンテーリングは、チェックポイントを順番に回り、ゴ
ールまでの所要時間を競うスポーツ。

２

▲地図はスタート直前に配布
（カメラやコンパスは参加者が用意）

イベント概要
開催日時

平成 29 年 2 月 26 日（日）午前 10 時 スタート（雨天決行・荒天中止）

実施予定エリア

加住市民センターを含む 5 ㎞×7 ㎞程度の市内

チェックポイント

39 か所（総得点 1,000 点＋ボーナス点）

制限時間

3 時間

対象・部門

小学生以上（参加は 2～5 人のチーム単位）
・4 部門（ファミリー・男子・女子・混合）

定員（予定）
・費用

4 部門合計 先着 300 名・1 人 2,500 円（中学生以下は 1,000 円）

特別ルール

エリア内に出現する甲冑を身に着けた武士を見つけ、一緒に撮影すると 30 点を加点

表彰式

午後 1 時 40 分～

参加記念品

大会オリジナルＴシャツ

主催

八王子フォトロゲイニング滝山実行委員会（会長：加住地区町会・自治会連合会長）

各部門の上位 3 チームを表彰
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３

申し込み
申込期間

平成 28 年 11 月 1 日（火）～12 月 16 日（金）

※定員に達し次第締め切り。

申込方法

特設ホームページ（スポーツエントリー）から申し込み

■実施予定エリア（目安は半径５ｋｍ×７ｋｍ程度）

■過去に他市で開催された大会のようす

▲チェックポイントで写真を撮影して得点をゲット

＜問い合わせ＞

産業振興部

▲地図が配布されたらすぐに作戦タイム

観光課長
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平本

電話０４２－６２０－７３７８

