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HACHIOJI CITY MAGAZINE 
No. 265 – 269（八王子まつり特集） 

2001 年 08 月 01 日発行 発行者：目黒 一成（HCM 編集部） 
 
265 – 269 号目次 
001 特集）「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド 02 
005 次号予告・編集後記 
 

 
＜おことわり＞ 
八王子まつり対策特別体制につき、連

載企画等はお休みしています。次号よ

り再開となります。ご了承ください。

 
＜特集＞ 
「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド「ＨＣＭ的」八王子まつりガイド 02 
 
また、今年も八王子まつりの季節がやってきました。なにしろ。甲州街道に 1 日半交通規

制をかけてしまうという八王子最大規模のイベントです。大いに楽しみましょう。 

 
お出かけのポイント 
�� 夜店は基本的に、花火を市民球場（競技場）で見るなら金曜、そうでなければ土曜。

土曜日は、他の日程で代替できるイベントが比較的多いので、花火に専念して◎。  
�� 駅周辺への自転車の乗り入れはできないと思ったほうがいいです。甲州街道を避け、

北側から京八方面へ抜けるしか手がないです（八王子駅周辺も混雑するので） 
�� バスは混む上、土日は迂回しますので、バスによる移動はあまりオススメしません。 

一筆書きを書くように、イベントを回るとよいでしょう 

 
08/03（金） 
氷の彫刻展 [15：50～18：30 西放射線ユーロード（長崎屋前～八日町交差点）] 

全国的なコンクールを兼ねていることもあり、作品のレベルは高く、制限時間内で凄いも

のを作ってしまいます。参加者の多くはホテル関係者だったようです。やはり常日頃料理

などのディスプレイに携わっているだけあります。 

 

夜店 [12：00～21：30 甲州街道沿道（横山町ダイエー前～八幡町交差点）] 

夜店の相場は焼きそばやたこ焼きが 500 円、じゃがバターが 400 円、かき氷が 300 円、フ

ランクフルトやバナナチョコが 200 円といったところ。 
また、沿道・周辺の商店も、店頭で焼きそば等の販売を行うところもある。若干安い。 
また、ダイエーそばにある「一口茶屋」で買えば、雰囲気そのままにお値段おてごろ。 

 
＜アクセス＞ 

いずれも八王子駅から徒歩５分程度。 

長崎屋前→（氷彫刻）→八日町交差点→（夜店）→ダイエー前 かその逆周りを推奨。 

http://www.comoco.co.jp/top.htm
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08/04（土） 
火のまつり・花火大会 [16：40～21：00 八王子市民球場] 

 

一度くらいは市民球場で花火を見たいものです。 
名物（？）ナイアガラは、市民球場でしか見ることができません。 

15 時頃にはいい席はなくなってしまいます。暑さ対策を万全にしてお早めに球場へ。 
ナイアガラを諦められるのなら、富士森公園陸上競技場もいいかもしれません。 
 

富士森公園周辺以外での花火鑑賞 
花火は高台から打ち上げますので、見通しがよければ浅川河川敷あたりからでも十分鑑賞

できます。 
夜店ついでの場合、八幡町交差点から南へちょっと歩いた、南新町付近がオススメ。ここ

は道幅が広く、ビルが少ないので、富士森方向の視界が開けていて、けっこう楽しめると

思います。 
あとは八王子駅ビル屋上とか。現在ビアガーデンが営業中なので、展望台が使えるかどう

かわかりませんが、ビールを飲みながら花火というのもなかなかいいかも。 

 
＜アクセス＞ 

ＪＲ中央線西八王子駅南口から徒歩で約 15 分。 
京王線山田駅も利用可能ですが、電車の本数が少ない（各駅停車のみ１時間に３本）ので

オススメしません。また、当日は会場周辺で交通規制が行われ、路線バスも非常に混みま

すので、極力西八王子駅をご利用ください。 

豊田から７分 160 円、八王子から３分 130 円、高尾から５分 150 円。 

 

時刻表（八王子・立川・新宿・東京方面） 土休日 

21 00 11 17 20 30 37 49 53 59 

22 09 14 20 29 42 49 53 

23 04 15 27 42 
青：特快 橙：快速（西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺通過）  
黒：各駅停車 すべて東京行き 24 時以降は右欄参照 

終電 

23：42 各駅停車 東京 
24：01 各駅停車 中野 
24：16 各駅停車 中野 
24：34 武蔵小金井 
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＜周辺＞ 

球場周辺にローソンがあります。また、西八王子駅南口周辺にも何件かコンビニがあり、

酒類も扱っています。スーパーアルプスもありますので、たいていのものは手に入ります。 

 

＜携行品＞ 
�� 帽子・日傘（昼から席取りの場合は必須）  
�� 飲食物（混んでくると買いに行くのも困難）  
�� 虫除けスプレー（１塁側は蚊に注意） 
�� シート（見る場所によっては、必要でないところもあり）  
�� 暇つぶしに必要なもの（いい席で見るには３時間待ち必至。ゲームでも、本でも） 
 
 
＜見る場所の傾向と対策＞ 
基本的に、内野席有利です。 

 場所 見易さ コメント（98年観覧時のもの） 

上段ベンチ
○ 

一部◎ 

中段ベンチ △ 

下段ベンチ △ 

下段ほど花火を見る角度がきつくなるので、 

上段を狙いたいところ。 

打ち上げ位置の関係上、３塁側よりも見やすい。 

混んできたら通路に陣取った方がよい場合もある。 

ただし、早々と座り込むのはよくない。 

１ 

塁 

側 

最上段芝生
◎ 

一部○ 

基本的に一番早く埋まる。 

ナイアガラが見づらい可能性はあるが、角度的には最高。

木が邪魔するところがあるので、よい場所は早めに確保し

たい。蚊に注意。虫除けスプレー必携。 

上段ベンチ ○ 

中段ベンチ △ 

下段ベンチ △ 

基本的に１塁側の席と同じ。 

ただし、１塁側よりもちょっと見づらい。 

外野側はカップル多し（謎 

最上段立見 ▲ 足も首も疲れるためあまりお勧めできない。 

市 

 

民 

 

球 

 

場 
３ 

塁 

側 

グラウンド ◎ 
火のまつり終了後に開放されるが、一般入場可能なのかは

不明。 

陸上競技場 ○ 

火のまつりとナイアガラを見ることができないほかは、 

結構楽しめるらしい。シートだし。 

満席による入場制限がかかるのが遅い。 

 
※火のまつりは１・３塁側とも中段内野側がベスト。風向により煙が激しいので、注意。 
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08/05（日） 
パレード・山車・みこし等 [12：00～21：30 甲州街道沿道（横山町～八幡町交差点）] 
日曜日はほぼ終日甲州街道沿道で行われます。 

問題はどこで見るかですが、場所と日程から考えると移動しないものもあるので、1箇所に

陣取るとなると、全てを見ることは不可能です。ただ、それも午後の一部の時間帯だけで、

その他は横山町から追分（一部八木町はちしん前）までの甲州街道を通りぬけます（※）。

ただ、あんまり西側で見てしまうと、最後尾まで到達する前に終了してしまう可能性もあ

りますから、八日町・八幡町周辺が妥当なところでしょうか。 

特にオススメなのが民謡流し（17：50～19：30）。これは圧巻です。横山町から追分まで、

一周 4km の盆踊り。この時間帯は八木町～追分付近が◎。提灯が釣り下がり、ムード満点

です。山車も控えてますし。 

 
工事の影響で屋根のあるところがあんまりありません。日射病・熱射病対策をお忘れなく。

また、路線バスは迂回するので注意が必要です。 

 
※15：30～17：50 は八幡町交差点を境に横山町側が「関東太鼓大合戦」（位置固定）、追分

側が「千貫みこし」となります。 
 

＜横山町・八日町周辺のオススメのお店＞ 

フォムファス（ダイエー向かい） 

前号参照。八王子まつり期間中に特別企画があるようです。 

さて、醤油とアーモンドオイルを買いにいかなきゃ。 

 

エジソン商会（横山町交差点東側の黄色いビル） 

蛍光灯から、業務用特殊ランプまで、照明に関するあらゆる物を扱っています。しかも、

安い。我が家の蛍光灯は数年来ここで買っています。他所で買った記憶がないほどです。 

 

伊勢屋本店（八日町１丁目バス停東側） 

八日町のオススメで、ここは外せません。団子がおいしい和菓子屋さん。もっとも、昔は

団子よりも巻き寿司のほうをよく買っていた記憶があります。お祭りに団子というのも、

意外と合うかもしれません。夕方には店が閉まるので注意。 

 

ヒノデン（八日町４丁目バス停そば） 

文房具屋さんです。品揃えは八王子市街トップクラス。200 円につき 10 円分の割引券のサ

ービスがあるほか、掘り出し物・処分品が結構多いので、時々のぞいてみるといいかも。 
福生に支店あり。
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最新ショップ情報最新ショップ情報最新ショップ情報最新ショップ情報（7/24 現在判明分） 
8・9 月の休業日一覧 

八王子東急スクエア 8/22 水・8/23 木 連休 

丸井 八王子店 8/08 水・8/22 水・9/19 水 営業時間：10 時半～20 時 

 

 
次号予告次号予告次号予告次号予告    No. 271－－－－272    08/10 頃発行（予定） 
高尾駅 100 年祭、八王子まつりのレポートを中心にお伝えする予定です。 

 
 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記 
ぉぉぉ、怒涛の中 1 日発行。よく無謀なことをやるＨＣＭですが、今回はさすがに疲れま

した。これもデータのストックがなせる技ですが、今回はかなり書き込みました。相当量

の情報を付加していますので、来年以降も役に立つと思います（ぉぃ 
ここ数回の大型企画は来年以降の保存版としての使用にも耐えられるよう、特に意識して

作っていますので、かなり力が入っています。（西八特集はもうちょっとコメントを加える

つもりですが）まあ、自己満足で終わると思いますが、皆さんのお役に、ちょっとでも立

てたらとてもうれしいです。 

 
（募集）ＨＣＭの記事を書いてくれる方を募集します。詳細はお問い合わせください。 
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