
 
 

 

高尾山で相模原市をＰＲします！ 

 

高尾山にて開催されている「高尾山もみじまつり」に、相模原市観光親善大使、本市のマス

コットキャラクター「さがみん」及び緑区のマスコットキャラクター「ミウル」がステージ出

演し、相模原市ＰＲを行いますのでお知らせします。 

「高尾山もみじまつり」は、高尾山の紅葉の時期に合わせ１１月１日から同月３０日まで開

催されており、ケーブルカー清滝駅前では土日祝日を中心に様々な催物が行われ、また、十一

丁目茶屋前では升酒の販売や東京こけしの実演販売が行なわれます。 

ケーブルカー沿線、高尾山薬王院周辺、高尾山頂、もみじ台等紅葉の見どころがたくさんの

この時期、高尾山を訪れる多くの方々へ本市をＰＲいたします。 

 

１ 出演日 

平成３０年１１月２３日(金・祝) 

１回目 午前１１時３０分～１１時５０分 

２回目 午後３時～３時２０分 

 

２ 開催会場 

高尾山ケーブルカー 清滝駅前ステージ 

 

３ 内容 

  観光親善大使による相模原市のＰＲ(高尾山から相模湖・藤野方面へのハイキングコース

紹介等)やクイズ大会を実施します。クイズに正解した方には、素敵な景品をプレゼントし

ます。 

 

 

平成３０年１１月２１日 
相模原市発表資料 

 

問合せ先 
商業観光課 
電話：０４２－７６９－８２３６ 

～景品例～ 





場 所 団 体 名

マス酒販売 小澤酒造場

東京こけし 大蔵木工所

10:00 ～ 10:30

14:15 ～ 14:45

民踊おどり 12:00 ～ 14:00 八王子民踊協会

津軽スコップ三味線 15:00 ～ 16:00 サフロ吉崎　他

マス酒販売 小澤酒造場

東京こけし 大蔵木工所

吹奏楽 9:00 ～ 9:40 八王子市消防団音楽隊

津軽スコップ三味線 10:00 ～ 11:00 サフロ吉崎　他

11:30 ～ 12:15

14:30 ～ 15:15

合唱 13:00 ～ 14:00 ハートソングアカデミージャパン

マス酒販売 京晴

東京こけし 大蔵木工所

10:00 ～ 10:30

13:30 ～ 14:00

グリーティング 11:00 ～ 11:30 松姫マッピー（八王子観光PR特使）

オリジナル山の歌 12:00 ～ 13:00 はしもと　よしはる

グリーティング 14:30 ～ 15:00 ムサさび～ず（八王子観光PR特使）

マス酒販売 京晴

東京こけし 大蔵木工所

おはやし 9:00 ～ 9:40 元横囃子連鼓会

11:00 ～ 11:30

13:00 ～ 13:30

12:00 ～ 12:30

14:00 ～ 14:30

マス酒販売 小澤酒造場

東京こけし 大蔵木工所

10:00 ～ 11:00

13:30 ～ 14:30

大正琴 11:30 ～ 12:20 中琴裕といろは

マス酒販売 小澤酒造場

東京こけし 大蔵木工所

10:00 ～ 10:40

12:00 ～ 12:40

フォークソング演奏 14:00 ～ 15:00 12弦

マス酒販売 小澤酒造場

東京こけし 大蔵木工所

10:30 ～ 12:00

12:20 ～ 14:20

10:00 ～ 10:35

14:00 ～ 14:35

11:30 11:50

15:00 ～ 15:20

おはやし 12:15 ～ 13:15 原囃子連

マス酒販売 京晴

東京こけし 大蔵木工所

10:00 ～ 11:00

13:30 ～ 14:30

11:30 ～ 12:00

15:00 ～ 15:30

歌唱 12:30 ～ 13:00 岩崎愛子

チアリーダー「Raily's」パフォーマンス 15:45 ～ 16:00 東京八王子ビートレインズ（八王子観光PR特使）

マス酒販売 京晴

東京こけし 大蔵木工所

よさこい演舞 10:00 ～ 11:00 じょいそーらん華神楽

ライブ 11:30 ～ 12:30 フラチナリズム（八王子観光PR特使）/LIFriends

13:00 ～ 13:30

15:30 ～ 16:00

大正琴 14:10 ～ 14:50 かやの木琴乃会

11月1日(木)
～30日（金）

木工クラフト
高尾森林ふれあい
推進ｾﾝﾀｰ ｸﾗﾌﾄ体験室

10:00 ～ 15:00 高尾森林ふれあい推進センター

毎週土曜日

西川古柳座

太鼓 関東唐獅子太鼓

山田太鼓おりづる会

BoroCop SHIBA

よさこいソーラン YOSAKOIいちょうの会

グリーティング “さがみん”と“ミウル”（八・相連携事業）

仮面コミカルマジックショー

10:00 16:00～

十一丁目茶屋前

東京ファンキードールズ

高尾山とんとんむかし語り部の会

11月25日
(日)

11月17日
(土)

11月23日
(祝)

11月18日
(日)

十一丁目茶屋前

十一丁目茶屋前

清滝駅前
ライブ

11月24日
(土)

和太鼓

不動院

大道芸
清滝駅前

ケーブルカー清滝駅前広場で10:00～先着300名様にエコバッグをプレゼント

十一丁目茶屋前

十一丁目茶屋前

十一丁目茶屋前

10:00

16:00～

16:00～

10:00

清滝駅前

清滝駅前

清滝駅前

チェロ・ピアノ弾き語り NPO法人チェロ・コンサートコミュニティ

高尾山むかし話

平成30年度もみじまつり行事予定表
月 日 行 事

出 演 ・ 出 店

時間

11月3日
(祝)

11月4日
(日)

清滝駅前

11月10日
(土)

十一丁目茶屋前

十一丁目茶屋前

清滝駅前

八王子車人形

11月11日
(日)

ライブ ８princess（八王子観光PR特使）

清滝駅前

十一丁目茶屋前 10:00 16:00～

10:00 16:00～

童謡コンサート

オカリナ×ケーナ
二つの笛のコンサート

DELTA & 堀田峰明
清滝駅前

雨宮知子

～ 16:00

10:00 ～ 16:00

10:00

八王子大道芸の会

10:00 16:00～

10:00 16:00～

※ごみのお持ち帰りにご協力ください。


