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２０１６年１月１日　（平成２８年元日）

あけましておめでとうございます。
 今年もよろしくお願いします。
 『高尾山とその周辺をもっと知ろう！　良さを伝えよう！　まもる仲間を増やそう！』

2016.1.6（水）自主巡回 高尾山内 【⽼人や年少者に優しい高尾山の道作り】 　 
◆参加者：１９名（石川L、ＳＲ会９名、レンジャー３名、受講生７名）
◆コース：清滝駅前〜６号路〜山頂〜稲荷山コース〜清滝
 内容：≪東京都ＳＲ養成講座に伴う体験入会設定日≫　通常活動に加え、
水切溝のメンテナンス、 特別活動として、６号路総合的補修を受講生が体験。レンジャー３名も
含めて、参加人数も多く、作業は円滑に進んだ。平日ながら親子連れなど利用者が多く、受講生
も高尾の特徴を感じ取ってもらえた。 （from  kawarada)
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2016.1.6（水）自主巡回 高尾山内 【⽼人や年少者に優しい高尾山の道作り】 part2　 
◆参加者：１９名（石川L、ＳＲ会９名、レンジャー３名、受講生７名）
◆コース：清滝駅前〜６号路〜山頂〜稲荷山コース〜清滝
 内容：≪東京都ＳＲ養成講座・体験入会設定日≫　
 ６号路の道補修（木橋に堆積した土砂を除去し、木の根が露出している部分への埋込み）
と水切溝のメンテナンス。 「もう少し作業をやりたかった〜！」という受講生もおり、入会後に残し
ておきます！お待ちしてます。 (from  ito)

2016.1.10（日）共同活動　山内 【登山道のこも敷き】 　 
◆参加者：２９名（ＳＲ会１１名、レンジャー３名、パークボラ１５名）
◆コース：高尾山頂〜もみじ台〜稲荷山コース山頂側〜高尾山頂
 内容:登山道のぬかるみ対策としてパークボランティア会と共同でこもを敷きました。快晴の
３連休、気温も上がり、利用者の数も紅葉の頃並み、出来⽴てのコモの上を歩く利用者か
ら労いの声が次々と飛ぶかう中、良い汗かきました。お疲れ様でした。(from  kawarada)
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2016.1.16（土）高尾ＶＣ主催「自然教室」『東京都レンジャーと一緒に」自然保護
活動』を手伝いしました！
 参加：ＳＲ会７名、ルート：ＶＣ〜もみじ台北まき道、もみじ台周辺（菰敷き、植生
保護ロープ設置、横断溝の清掃、階段の清掃など）一般からの参加者（20〜50代の
男⼥20名）、皆さん、とても一生懸命作業に取り組みました。「初めての体験で楽しかっ
た。友達や同僚に伝えたい、話したい、自慢したい・・・・などうれしい感想続出。お疲れ様
でした。いつか一緒に活動できる仲間になってくれるいいですね！(from kawarada)

2016.1.17（日）自主巡回 奥高尾 第６回自主研修 【自然公園施設と点検のポイント】
コース:JR高尾駅北口〜陣馬高原下〜和田峠〜陣場山〜栃谷尾根〜栃谷休憩所〜藤野駅
 内容:通常の巡回に加えて、特別活動として、①公園施設の種類解説と通常点検のポイント等
、巡回コース周辺の解説も交えながら活動します。②特別地域の種別と様子の比較解説。東京
都と神奈川県、隣接した自治体でもかなり自然公園施設整備の違いがあること理解しました。
(from kawarada)
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2016.1.23（土）自主巡回 【歴史チーム特別活動「薬王院・寛永の再興と寺領」】 　 
◆参加者：９名（藤川Ｌ，ＳＲ会６名、体験入会３名）
◆コース：清滝駅前〜1号路〜山頂〜学習の道〜大垂水峠〜中沢峠〜梅の木平〜高尾山口駅
 内容:１８日に降った雪が残る高尾山内から南高尾のかけて巡回。山内では江⼾時代の絵地図を基
に、清滝から奥の院まで各所で解説を聞いた。ＶＣで昼食後、南高尾を登山道保全しながら巡回。念
入りな作業に,高尾山口には１７時半過ぎ着になりました。皆様お疲れ様でした！
     (from kawarada)

2016.2.3(水） 自主巡回　奥高尾 【土砂や落ち葉で埋もれた水きり溝の清掃】 　 
◆参加者：６名（江藤Ｌ）天候：曇り
◆コース：高尾駅北口〜小仏ＢＳ〜景信山南東尾根コース〜小仏ＢＳ〜高尾駅
 内容:「水切り溝」の機能復活作業と登山道以外のルートに踏み出しているところに、防止柵を現地調
達で補強していきました。壊されたり、どかされている箇所もあり、修復しました。こういった水切り溝の保
全整備作業を継続して⾏う大切さを再確認した巡回でした。「良い仕事」お疲れ様でした！             
  (from  kawarada)
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2016/2/7(日）晴れ 共同活動　稲荷山コース「こも敷き」 
◆参加者：9名（SR会6名、レンジャー3名) 
◆コース：・1号路奥の院方向の雪かき ＆稲荷山コース「こも敷き」 
 京王線の⾞掌さんより前日21頃から降ってました。と聞き・・。もしかして雪かき　まさか〜
＾＾♪コモひきーーーと云いながら山頂へ近付き雪雪雪サポレンって臨機応変！！3班に
分かれ活動、お疲れ様でした。(from  kato)

2016.2.7(日） 共同巡回　山内 【奥ノ院付近の雪かきと稲荷山コースの菰敷き】 　 
◆参加者：９名（レンジャー３名含む）天候：晴れ
◆コース：高尾ＶＣ〜１号路-奥ノ院〜稲荷山コース〜ＶＣ
 内容:前夜から降った雪の状況確認。午前中は利用者が多い１号路〜奥ノ院の雪かき。アイ
ゼン装着の利用者と軽装の利用者の両者に感謝される方法として、道の半分を除雪、半分を
積雪のまま残す方法採用。滑りやすいスロープには、除雪が交互になる縞々の階段を提供。皆
様、筋肉痛必至の大活躍お疲れ様でした。(from kawarada)
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2016.2.7(日） 共同巡回　山内 【奥ノ院付近の雪かきと稲荷山コースの菰敷き】 　 
◆参加者：９名（レンジャー３名含む）天候：晴れ
◆コース：高尾ＶＣ〜１号路-奥ノ院〜稲荷山コース〜ＶＣ
 内容:深夜から早朝に降った小雪。軽い粉雪が作る高尾山の冬景色を一変。まさに雪華の妖精『ウイ
ンター・スノー・エフェメラル』。下山のころにはすっかり姿を消しました。遠くには、雪が融け、蒸発した煙状
の水蒸気が⽴ち上り、やがて、雲に。早朝くっきり⾒えていた富士山も覆われ姿を消しました。             
    (from  kawarada)

2016.2.11(祝） 共同活動 都⽴滝山自然公園 【施設点検、清掃等】 　 
◆参加者：１７名（レンジャー３名、ＳＲ会１４名）天候：晴れ
◆コース：東秋留駅〜都⽴滝山自然公園〜小宮駅（解散）
 内容:案内板や指導標の点検・緩み直し、清掃、文字入れなどメンテナンス。事前の呼び
かけに１４名もの参加大盛況。久々の参加者も大活躍。多様な作業に、会員各人から次
から次に新しい工具や道具が提供され、利用者が喜ぶ「良い仕事」ができたと全員満足の
一日でした。皆様お疲れ様でした。(from  kawarada)
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〇

2016.2.11(祝） 共同活動 都⽴滝山自然公園 【施設点検、清掃等】 part2　 
◆参加者：１７名（Ｒ　３名、ＳＲ１４名）天候：晴れ
◆コース：東秋留駅〜都⽴滝山自然公園〜小宮駅（解散）。 
約9.5ｋｍ（昨年の逆コース）
◆ 内容:案内板や指導標の点検・保守、清掃等。久々の参加者も積極的に作業に参加し
大活躍。 　皆さん、今日の作業内容を予測し、⻭ブラシ、工具等多種を準備し機敏に対応
され，お疲れ様でした。 　　キレイになりましたね！(from ito)

２０１６年２月１３日（土）　晴れ　『片倉城跡公園の冬景色』
 自主巡回前に良く寄ります。ふと⾒るとダイサギがエサをついばんでいました。今
回紹介する彫像は「春（恋人）」が早く来いと呼んでいるような⼥性像。そのほ
か、「かいほり」並みに水を抜き、人海戦術で汚れた池底の土砂を掻き出してい
ました。 (from kawarada)
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2016.2.13(土） 自主巡回　南高尾 【冬の南高尾を巡回】 　 
◆参加者：１０名（反町Ｌ）天候：晴れ（５月の暖かさ）
◆コース：高尾山口駅前〜梅ノ木平〜中沢山〜大洞山〜大垂水峠〜学習の歩道からもみじ台〜
山頂〜清滝   ◆ 内容:・南高尾山稜、約１２ｋｍを歩いて巡回、真白き富士を色々な角度から眺
望。以前からの申し送り箇所を修復。１１日の共同活動のように、連係プレーで、指導標の点検・緩
み修復、仕上げは、もみじ台北まき道終点付近の植生保護ロープの緩みを締め直し。皆様お疲れ様で
した。　(from kawarada)

2016.2.21(日） 自主巡回 奥高尾 【公園施設点検と歩道点検】 　 
◆参加者：１１名（小太刀Ｌ、体験入会５名含む）天候：晴れ
◆コース：コース:高尾駅北口〜陣馬高原下〜陣馬新道〜陣場山〜明王峠〜景信
山〜小仏バス停〜高尾駅
 内容:≪東京都ＳＲ養成講座に伴う体験入会設定日≫通常の巡回に加えて、特別活
動として①公園施設の点検と自然公園に係る解説②特別地域の種別と様子の比較解
説。③危険古損木のマークと可能範囲で処理。 (from  kawarada)
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2016.2.21(日） 自主巡回 奥高尾 【公園施設点検と歩道点検】 　 
◆参加者：１１名（小太刀Ｌ、体験入会５名含む）天候：晴れ
◆コース：コース:高尾駅北口〜陣馬高原下〜陣馬新道〜陣場山〜明王峠〜景信山
〜小仏バス停〜高尾駅
 内容:≪東京都ＳＲ養成講座に伴う体験入会設定日≫通常の巡回に加えて、特別活
動として①公園施設の点検と自然公園に係る解説②特別地域の種別と様子の比較解
説③危険古損木のマークと可能範囲で処理 (from  kawarada)

2016.2.27(土） 自主巡回 北高尾 【冬ならではの高尾からの眺望】 　 
◆参加者：６名（正田Ｌ）天候：晴れ  ◆コース:高尾駅北口〜霊園前〜八王子城山
〜富士⾒台(昼食)〜駒木野〜高尾駅北口(解散)
内容：八王子神社⾒晴らし園地からは、遠望に⾦毘羅台、相模湾が、富士⾒台の昼食時
には富士山が薄っすらと透視能⼒発揮か！巡回中、樹径が太い倒木があちこちに、障害物
競走の様、（手におえず報告）、そのうち比較的支障木・枝で危険なものは伐採。           
 (from kawarada)



-10
-

2016.2.27(土） 自主巡回 北高尾 【冬ならではの高尾からの眺望】（2） 　 
◆参加者：６名（正田Ｌ）天候：晴れ
◆コース:高尾駅北口〜霊園前〜八王子城山〜富士⾒台(昼食)〜駒木野〜高尾駅北口(解散)
内容：レンジャーから依頼。『6月に北高尾の指導標矢羽表示改善を予定。例えば「高尾陣場縦走路
」といった分かり難い表示の上に「富士⾒台・板当峠」のプレートを貼るイメージ。利用者目線で気になる
表示の洗い出しと、改善案の検討のご協⼒を』  (from kawarada)

2016.3.1(火） 自主巡回 北高尾 【利用者目線で気になる表示の確認】 　 
◆参加者：５名（一柳Ｌ）天候：晴れ
◆コース:高尾駅〜大下〜小下沢林道〜関場峠〜夕焼け分岐〜夕焼け小焼け〜高尾駅
 内容：悪天候のため中止になったコース復活。今日は、快晴で穏やかな小下沢林道から関場〜
夕焼け小焼けふれあいの⾥まで、気持ちよく尾根道を巡回。引き続き、レンジャーから依頼事項を
巡回中に確認。利用者目線で気になる表示の洗い出しと改善案の検討。終了後、参加メンバー
全員で打ち上げ。お疲れ様でした。 (from kawarada)
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2016.3.12(土） 自主巡回 裏高尾 　 
◆参加者：８名（池田Ｌ）天候：曇り
◆コース:高尾駅北口〜(小仏川沿いを巡回)〜日影沢〜いろはの森コース〜山頂
 〜富士道〜1号路〜琵琶滝道〜清滝駅
 内容:春を探す訪問者で混み合う遊歩道、沿道では「梅林まつり」開催。あちこちで春の兆しが。アオキの
赤い実を拾ってみると、２本の傷がくっきりと真横に。ヒヨドリが枝から実を嘴で挟んで、口に入れるときに失
敗して落ちたものらしい。これからは、アオキの木の下では、実を探す楽しみが・・・。 (from kawarada)

2016.3.12(土） 自主巡回 裏高尾 　 
◆参加者：８名（池田Ｌ）天候：曇り
◆コース:高尾駅北口〜(小仏川沿いを巡回)〜日影沢〜いろはの森コース〜山頂
 〜富士道〜1号路〜琵琶滝道〜清滝駅
 内容:日影沢キャンプ場からいろはの森を通って、山頂へ。途中、空から冷たいものが降ってき
ました。雨かと思いきや「氷、ヒョウ」のようなもの。なんと昨日の降った雪が枝から舞い降りていま
した。高尾山内ではあちこちで登山道保全工事が進ん絵でいました。(from kawarada)



-12-

２０１６年３月２０日（日）晴れ　『片倉城跡公園のカタクリ開花状況』
カタクリのつぼみが公園の斜面に群生して⾒事です。早朝、しぼんでいたつぼみが、陽光を
受けて、次々と開いていきます。満開にはまだ１週間ほどかかるのではないかと思います。
今回紹介する彫像は「ダンシングオールナイト」の像とカタクリの動きがシンクロします。
       (from kawarada)

2016.3.21(月）自主巡回 裏高尾 【コドラート植生調査】
◆参加者：9名 中村Ｌ　天候：曇時々晴れ
◆コース：日影沢入口〜日影沢林道（コドラート）〜キャンプ場〜日影沢入口〜小下
沢〜日影沢入口（解散）高尾駅
 内容:通常の巡回&特別活動 ・ｺﾄﾞﾗｰﾄ植生調査と自然観察班の2班に分かれｷｬﾝﾌﾟ
場で集合、後全員で自然観察と巡視活動、ｱｵｲｽﾐﾚ、ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ、ﾅｶﾞﾊﾞﾉｽﾐﾚｻｲｼﾝ、ﾔﾏﾙ
ﾘｿｳetc・踏み込み防止:小枝で踏み込まれた所をｶﾊﾞｰ・ﾀｲﾔの落し物ｱﾘ (from kato)
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2016.3.21(月）自主巡回 裏高尾 【コドラート植生調査】2
 ◆参加者：9名 中村Ｌ 天候：曇時々晴れ
◆コース：日影沢入口〜日影沢林道(ｺﾄﾞﾗｰﾄ)〜ｷｬﾝﾌﾟ場〜日影沢入口〜小下沢(野
営場)〜日影沢入口(解散)高尾駅
 木下沢梅林が開園中、⾞での観光客やや多め。梅はまだ一面綺麗♪自然観察〜ﾊﾅﾈｺ
ﾉﾒ、ﾖｺﾞﾚﾈｺﾉﾒ、ﾔﾏﾈｺﾉﾒｿｳ、ﾂﾙﾈｺﾉﾒｿｳ (坂内氏案内)初！ｺｶﾞﾈﾈｺﾉﾒｿｳ？の声ありetc。
帰りの電⾞内の会話はﾈｺ何匹話で〆。ありがとうございました。 (from kato)

2016.3.27(日）共同巡回 裏高尾【小仏川遊歩道、木下沢、日影沢 】 
◆参加者：１４名（レンジャー３名、ＳＲ会１１名） 
◆コース：高尾駅〜小仏川沿い〜日影沢・木下沢（時間があれば）〜日影バス停（解散）
 内容:春植物が開花し始め、観察に訪れる人が増えます。
それに伴い、写真撮影時の注意等マナー普及が必要になるため、チラシを配布しながら利用者とお
話をする活動。また、以前共同活動で整備した歩道脇の石積みを整える作業も⾏なった。          
   (from kawarada)
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2016.3.27(日）共同巡回 裏高尾【小仏川遊歩道、木下沢、日影沢 】 part2
 ◆参加者：１４名（レンジャー３名、ＳＲ会１１名） 
◆コース：高尾駅〜小仏川沿い〜日影沢・木下沢〜日影bs（解散）
 内容:春植物が開花し始め、観察に訪れる人が増えてきてます。
 「ガマンの分だけ花が咲く！？」のチラシ配布しながら利用者へのマナー普及。
 「花のハイキング」を⾒ながら観察している人を何人かお⾒かけしました。(from  ito)

2016.4.6(水）自主巡回 裏高尾 【早春の小仏川沿い〜木下沢を巡回】
◆参加者：６名（安部L） 
◆コース：高尾駅〜（小仏川）〜日影(ｷﾔﾝﾌﾟ場）〜（木下沢）〜高尾 解散
 内 容:　①利用ﾙｰﾙ・ﾏﾅｰのＰＲ.　②案内活動、　③利用者の要望・意⾒等の収集など、新
会員２名も参加、平日にもかかわらず人出が多い。
タカオスミレ、ヒメスミレ、エイザンスミレ、ナガバノスミレサイシン他多数、ハナネコノメは盛りを過ぎ
、 共同巡回時に盗掘防止タグを付けたカタクリの存在・無事を確認。(from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞

2016.4.6(水）自主巡回 裏高尾 【早春の小仏川沿い〜木下沢を巡回】(2)
 ◆参加者：６名（安部L） 
◆コース：高尾駅〜（椚田橋・小仏川）〜日影(ｷﾔﾝﾌﾟ場）〜（木下沢）〜高尾 解散
 内 容:　①利用ﾙｰﾙ・ﾏﾅｰのＰＲ.　②案内活動、　③利用者の要望・意⾒等の収集、
④施設・登山道等の点検・清掃・補修、新会員２名も参加、平日にもかかわらず人出が多い。
 春の木下沢林道では、アズマヒキガエルが多数。(from  kawarada)

2016.4.9(土）自主巡回 南高尾 【施設の点検、清掃と”春”を探そう！】 
◆参加者：７名（伊藤L） 
◆コース：高尾山口駅前〜梅の木平〜新中沢橋〜⻄山峠〜三沢峠〜峯の薬師〜三井
大橋〜クラブ前ﾊﾞｽ停〜橋本駅
 内 容:初夏を感じるほどの気候の中、「関ふれ」道に沿って、東京から神奈川まで案内板や
指導標の清掃。薄れた文字のブラシ清掃と白ペイントによる上書きで、⾒違えるように。帰途
は「三井そよかぜばし」を渡り橋本に。お疲れ様でした！、 (from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞

2016.4.9(土）自主巡回 南高尾 【施設の点検、清掃と”春”を探そう！】 
◆参加者：７名（伊藤L） 
 内 容:巡回中に春を感じるもの何かひとつ探そう。『春の野草開花』今日⾒たもの、カ
テンソウ、タカオスミレ群落、エイザンスミレ、ナガバノスミレサイシン、ヒナスミレ、ヒゴスミレ、
ヒカゲスミレ、ノジスミレ、スミレ、ジュウニヒトエ、フデリンドウ、ヒメウズ、ボケ、セントウソウ、
ソメイヨシノ、オオシマザクラ、シダレザクラ・・・・ (from  kawarada)

 

2016.4.9 [そうだ　春を感じに　片倉城跡公園に⾏ってみよう！]
　咲き始めたヤマブキソウと名残りのカタクリが共演。そのほか、フデリンドウ、トキワイ
カリソウ、イチリンソウ、ニリンソウ、タチツボスミレ、ヒカゲスミレ、ヤマルリソウ、ツクシに
スギナも・・・・。 (from  kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹアルバム＞
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2016.4.16（土）13：00〜15：40　平成28年度高尾SR会総会
◆飯田橋　東京ﾎﾞﾗ・市⺠活動ｾﾝﾀｰ　会議室
◆出席者：都職員　3名　Ｒ3名　SR(出席　41名+委任状17名）
◆会員総数：66名（内新会員　4名）
☆年会費導入等の規約改正、新委員11名承認。
 　今年度は「ｻﾎﾟﾚﾝ養成講習」はお休み。
☆懇親会参加者：SR27 +R3。2次会もあり、夜遅くまでお疲れさまでした。！ (from ito)

2016.4.22(⾦）共同活動 南高尾【関東ふれあいの道指導標柱の交換】
◆参加者：１１名（レンジャー３名、ＳＲ会８名） 
◆コース：高尾山口駅〜南高尾〜高尾山口駅(解散）
 内 容:腐朽し倒壊した指導標の支柱を交換し、道迷いを防ぐ大切な活動です。天気に恵まれ
、初夏の様な気候の中、 ２本の朽ちた木柱を新しいものに替え、矢羽根はそのまま再利用、か
すれた文字を白ペイントで修復、水で拭き清掃で⾒違えるように。（施工の所要時間各１時
間超）皆様、お疲れ様でした！  (from kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2016.4.22(⾦）共同活動 南高尾【関東ふれあいの道指導標柱の交換】Part2
 ◆参加者：１１名（Ｒ３名、ＳＲ８名）　◆天候：晴
◆コース：高尾山口駅〜南高尾〜高尾山口駅(解散）
◆内 容:腐朽し倒壊寸前の指導標2ケ所を新しい木柱に交換（矢羽根は再利用）。
 上手く作業分担（撤去、組⽴て、補修、設置、仕上げ）し連携プレイで設置完。
 　途中、約1.2ｋｍを7kg位の支柱を交代で担いで移動----大変お疲れさまでした！
 　ニリンソウ、ヤマブキソウ、クマガイソウに癒されましたね。 (from ito)

2016.4.24(日）自主巡回 裏高尾 【貴重な高尾山の植物の盛衰を肌で感じてみよ】
◆参加者：５名（坂内L） 
◆コース：高尾駅〜日影沢〜八王子管理道〜もみじ台南〜高尾山頂(解散）
 内 容:①植物調査（日影沢）、②ヤマユリ・イナモリソウの個体数調査（東Ａ南）
③開花植物調査（巡回コース内）、新会員の参加もあり、小雨の中、多数の開花や結実を確認。  
 (from  kawarada) 
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2016.4.24(日）自主巡回 裏高尾 【貴重な高尾山の植物の盛衰を肌で感じてみよ】
◆参加者：５名（坂内L） 
◆コース：高尾駅〜日影沢〜八王子管理道〜もみじ台南〜高尾山頂(解散）
 内 容:①植物調査（日影沢）、②ヤマユリ・イナモリソウの個体数調査（東Ａ南）
③開花植物調査（巡回コース内）、新会員の参加もあり、小雨の中、多数の開花や結実を確認。 
(from kawarada)

2016.4.29(祝）自主巡回 高尾山内 【新会員歓迎登山・研修会】 
◆参加者：14名（新会員3名、川原田Ｌ）◆天候：晴れ
◆コース：4班編成で清滝駅前から山頂へ。　①6号路②稲荷山③琵琶滝、2、3号路④1号路
 　　　　　新会員は①〜③に一人づつ入り巡回。
◆内容:山頂周辺4ヶ所で13：00〜14：30まで新緑の中で６号路一方通⾏の利用者案内。
 　解散後新会員歓迎懇親会へ（参加者：新3+旧7+ｹﾞｽﾄ1名）。日没近くまでお疲れさまでした。     
            その後？？？ (from ito)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2016.5.1(日）自主巡回 山内 【6号路一方通⾏案内】
◆参加者：6名（池田L） 
◆コース：清滝駅〜6号路〜山頂付近(下記ポイント)での案内〜5号路〜富士道〜1号
路〜琵琶滝道〜清滝駅
 内 容:①6号路上り専用に伴い下山コースの案内、②山頂石段下もみじ台付近でのコース
案内、③山頂下1・4・5号路分岐トイレ付近での案内
 予想よりは混雑は少なかった。6号路の14時頃、下りを待つ利用者はマナー良かった。定着
してきたと感じた。(from  kawarada)

2016.5.1(日）自主巡回 山内 【6号路一方通⾏案内】(2)
 ◆参加者：6名（池田L） ◆コース：清滝駅〜6号路〜山頂付近(下記ポイント)での
案内〜5号路〜富士道〜1号路〜琵琶滝道〜清滝駅
 内 容:①6号路上り専用に伴い下山コースの案内、②山頂石段下もみじ台付近でのコー
ス案内、③山頂下1・4・5号路分岐トイレ付近での案内
 予想よりは混雑は少なかった。6号路の14時頃、下りを待つ利用者はマナー良かった。定
着してきたと感じた。 (from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2016.5.4(祝・水）共同活動 山内【６号路巡視及び山頂道案内】
◆参加者：１０名（レンジャー３名、多摩環１名、ＳＲ会６名） 
◆コース：清滝駅〜高尾山頂(解散）
 内 容:４班に分け、前日の強風大雨の影響を確認しながら登山巡回。天気予報が効きすぎ
たのか、どのコースのＧＷ中とは思えないほど、人出が少なく、ほぼ独り占め状態で不思議な感
覚！　午後からは通常案内と、一丁平までの巡回に分けた。巡回するも利用者少ない。希少
種（クマガイソウ、エビネ等）確認し、盗掘防止タグ設置。 '(from  kawarada)

2016.5.5(祝・木）自主巡回 高尾山内 【作業道具の手入れと一方通⾏案内活動】 
◆参加者：6名（小太刀L） 
◆コース：コース:清滝駅前〜琵琶滝道〜VC地下倉庫(手入作業・昼食)〜6・5号路交
点案内活動〜6号路〜清滝駅前
 内 容:特別活動として、①共用道具の手入作業(鎌・鉈・刈込鋏・鍬・ショベル等)、②午
後は、6号路と5号路の交点で一方通⾏の案内。初夏の天気、爽やかな風もあり、手入れも
仕上げも気持ちよく進みました。皆様お疲れ様でした。　（from kawarada)



-22-

＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2016.5.7（土）　スキルアップ研修 山内〜南高尾【第１回研修・レンジャーと共催、盗掘防止パト
ロールに伴う研修】
◆参加者：19名（レンジャー3名、SR会16名）） 
◆コース：高尾ビジタセンター（ＶＣ）〜小仏城山（昼食）〜大垂水峠〜一丁平〜VC（解散）
 内 容:キンラン等希少種植物分布の確認や標識タグの設置、利用客に対するマナー指導・案内や啓
発普及など、レンジャーと一緒に巡回しながら実地研修。昨年と同様に、夏並みに気温上昇。昨年設
置のタグも確認。株数も増加傾向。 (from kawarada)

2016.5.8(日）高尾SR会委員会（第1回）
◆場所：ＶＣ内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ  ◆時間：10：00〜14：30  
◆出席者：9名（欠席2名）+ﾚﾝｼﾞｬ-2名
◆内容：委員役割分担、会計状況、会報掲載内容、Ｒからの状況報告、　大塚製薬から
提供された帽子の管理・支給方法等。--委員会終了後は、早速　”⻘い帽子”で足取り軽く
下山！？。　帽子は今後活動時に希望者に順次支給されます。　　なお、写真の花は5/7の
盗掘防止パトの時です。 　（from ito)
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2016.5.15(日）自主巡回 裏高尾 【植生調査、盗掘防止パトロール】
◆参加者：９名（鈴木L） 
◆コース：日影沢〜小仏城山〜一丁平〜高尾山頂(解散）
 内 容:特別活動として、①植物調査（日影沢）、②希少植物の監視。開花確認（サ
イハイラン、ツレサギソウ、キンラン、エビネ、ハンショウヅル、フタリシズカ、オオバウマノスズクサ
、ホタルカズラ、クワガタソウ、イナモリソウ（つぼみ）、セッコク、ジャケツイバラ、ヒメウツギ、ガ
クウツギ、コゴメウツギ、ニョイ（ツボ）スミレ、コミヤマスミレほか  (from kawarada)

2016.5.22(日) 自主巡回 奥高尾 【小満の緑を味わう】
◆参加者：9名（大谷L） 
◆コース：高尾駅北口〜小仏バス停〜小仏峠〜小仏城山〜高尾山頂〜6号〜清滝駅
前広場（解散）    ・登山者は多め。一丁平wc過ぎ松の枝折れ気になった。・大谷Lより”
小満”とは5/20頃の木々の緑が深まり生命⼒にあふれる今時期と説明、さらに＾＾お抹茶皆
で甘いお菓子もご馳走になり 緑を味わう〜(^^♪ご馳走様でした。5号ｶﾅｳﾂｷﾞ蕾、6号ｾｯｺ
ｸ満開！ (from kato)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2016.5.22(日) 自主巡回 奥高尾 【小満の緑を味わう】(2)
・6号ｾｯｺｸ満開！せっかく川原田氏から集合写真送ってもらったのでup！関氏よりｶﾅｳﾂｷﾞ確認。
大谷Lより夏の季語についてのプリント内容（風薫る・⻘嵐・雲の峰・夏燕・⻄日・夏の山・清水・
梅干し・⻨茶・卯の花・茂る・涼し・登山道・郭公・⻘田・川蜻蛉・滝・白シャツ・夏木⽴・万緑・緑
陰・ビール・草いきれ・ﾎｳﾁｬｸ草の花・南風）夏は高尾山に⾏きたくなるワケに納得！
 (from kato)
      

2016.5.28(土）自主巡回 山内 【第２回研修　盗掘防止パトロールに伴う研修】
◆参加者：１４名（川原田L） 
◆コース:ＶＣ〜一丁平（昼食）〜もみじ台南まき道〜ＶＣ（解散）
 内 容:倒木によって朝から、「６号路全面通⾏止め」、セッコク等楽しみに来た利用客混乱。レンジ
ャーから依頼、急遽、道案内班（５名）と巡回研修班（９名）に分け対応。キンラン・ギンラン・
エビネは花期が終わり探しにくく、ツレサギソウ、イナモリソウ、サイハイランなど満開。巡回で旬を楽しみ
の利用者が多い事！ (from  kawarada)
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2016.5.28(土） 自主巡回 山内 Part2  【第２回研修・盗掘防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ】
 　◆参加者：14名　　◆天候：曇り
　朝の打合せ時に「27日朝に清滝駅〜6号路入口間で倒木があり、
 　　6号路を通⾏止めにした」とＲからあり、5名は山頂周辺での案内活動に変更。
 　「せっかく、セッコクを⾒に来たのに〜残念！」との利用者の声が多くあるも、
 　　1号路、清滝駅を紹介し協⼒してもらう。その後のＶＣ情報では「28日17時に通⾏止め解除し
た」とあり、ﾎｯﾄしました。（from  ito)

2016.5.29(日）共同活動 南高尾 【 関東ふれあいの道指導標柱の交換】 
◆参加者：７名（レンジャー２名、SR会５名） 
◆コース:高尾山口駅〜中沢峠〜大洞峠〜大垂水峠（バス）〜高尾山口駅
 内 容：4/22の活動の残り1本です。中沢峠の腐朽し倒壊した指導標の支柱を交換しました。天気
も良く、初夏到来、爽やかな風が汗を飛ばします。 作業後、大垂水近くの盗掘防止パトロール（エビネ
、ワニグチソウ、ベニバナヤマシャクヤク、イナモリソウ、トチバニンジン・・・） お疲れ様でした！              
(from  kawarada)
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2016年 6月1日(水）【御岳山でシカ問題を知る講座】に参加しました。
 場所：御岳ビジターセンター及び富士峰園地他、参加者：37名（環境省、東京都、都レンジャ
ー、高尾・奥多摩サポートレンジャー、解説員、地元住⺠、鳥獣保護員、農家など）
 昨年からレンゲショウマを囲むようにシカ避け専用フェンスを設置しており、大きな効果を発揮してい
ることなど、今後のシカ対策に対して熱く活発な意⾒交換がされました。（from kawarada)

2016年 6月1日(水）【御岳山でシカ問題を知る講座】に参加しました。
 場所：御岳ビジターセンター及び富士峰園地他、参加者：37名（環境省、東京都、都レン
ジャー、高尾・奥多摩サポートレンジャー、解説員、地元住⺠、鳥獣保護員、農家など）
シカ問題についての具体的な講義と現地踏査、熱く活発な意⾒交換がされました。（詳しくはH
Pブログに掲載予定）   (from kawarada)
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2016.6.1(水）自主巡回　山内
◆参加者：5名（杉山Ｌ）　◆天候：晴れ
◆コース：清滝駅前〜6号路〜山頂（道具片付け）〜1号路〜清滝駅（解散）
◎内容：　・6号路の保全活動　：　木橋に近い山側の土砂を除去し、それを木の根が露出した
部分に埋め込む。移動はバケツ、麻袋で往復。　遠足の小学生100人近くが踏み固めてくれました
。　　・帰りの1号路でコジュケイが目前に舞い降り、「チョットコイ」々々
 　　　　　　いや「チョットイコ」か！？ 　（from ito)

2016.6.5(日） 共同活動 高尾VC 【北高尾指導標矢羽の整備前確認作業 】 　 
◆参加者：１０名（レンジャー３名含む）、天候：雨〜晴れ
◆コース:高尾山頂）ＶＣボランティアルーム
内容: 初めての試み、レンジャーとサポレンの巡回や活動について、大変良いコミュニケーションが図れました！
継続して⾏うことになりました。（北高尾の指導標矢羽改修案の内容確認 、今年度の工事予定箇所への
助言、利用者対応についての情報共有、研修の希望内容や今後の共同活動のアイデアなど）              
    (from kawarada)
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2016.6.5(日） 共同活動 高尾VC 【北高尾指導標矢羽の整備前確認作業 】（２） 　 
◆参加者：１０名（レンジャー３名含む）、天候：雨〜晴れ
◆コース:高尾山頂）ＶＣボランティアルーム
内容:初めての試み、レンジャーとサポレンの巡回や活動について、大変良いコミュニケーションが図れ
ました！継続して⾏うことになりました。前日(6/4)に八王子城から北高尾〜木下沢〜日影〜日
影林道の間で、⾒かけたものを集めました。サル軍団が日影でまじかに⾒るとはビックリ！             
  (from kawarada)

2016.6.11(土） 自主巡回 北高尾 【公園施設点検と歩道障害点検】(1) 
 ◆参加者：５名（小太刀）、天候：晴れ ◆コース:コース:JR高尾駅北口〜夕焼小焼〜
⿊ドッケ〜板当峠〜富士⾒台〜据差〜小仏川〜高尾駅
 内 容:①公園施設の点検。②障害木撤去と危険古損木のマークと可能範囲での伐採。
⻑距離巡回ながら チームワーク良く、手分けして点検、作業。五感で植物観察しながら進んだ。
お疲れ様でした！　(from  kawarada)
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2016.6.11(土） 自主巡回 北高尾 【公園施設点検と歩道障害点検】(2) 　 
◆参加者：５名（小太刀）、天候：晴れ
◆コース:コース:JR高尾駅北口〜夕焼小焼〜⿊ドッケ〜板当峠〜富士⾒台〜据差〜小仏
川〜高尾駅
 内 容⻑距離巡回ながらチームワーク良く、手分けして点検、作業。五感で植物観察しながら
進んだ。お疲れ様でした！　開花確認：コアジサイ、ウリノキ、
カシワバハグマ、ヤブレガサ、オカトラノオ、スイカズラ、テリハノイバラ、マタタビ、・・・・・                
            (from kawarada)

2016.6.16(木） 共同活動 高尾山内 【稲荷山コース登山道整備】 　 
◆参加者：１２名（レンジャー３名含む）、天候：曇り〜雨
◆コース:清滝〜稲荷山〜清滝（解散）
 内 容:会員からの希望に応え、レンジャーから「何故、近自然工法か？」丁寧な説明があり、現地
で全員がやり方を検討しました。安全管理者を決め、連係プレーも良く、土留めに使う木や基盤の
石・土砂の調達、掘削・埋戻しも順調に進んだ。大雨の予報もあり、午前中だけの作業でしたが、
良い仕事でした。皆様お疲れ様でした！　（from kawarada)
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2016.6.16(木）共同活動/山内【稲荷山ｺｰｽ登山道整備】part2
 ◆参加者：12名（R3 , SR9)　◆天候：　曇りのち雨
◆ｺｰｽ：　清滝〜稲荷山〜清滝（解散）
☆内容：ﾚﾝｼﾞｬーより「近自然工法」についての復習があった後、水切溝の点検・清掃をしながら
現場へ。段差が大きく歩き難い個所は、水切溝に堆積した土砂を集め、土嚢を作り設置。
 　外人の利用者に「ハロー！」と呼べば「hello!」と返る。皆さん声を掛け合いながらの楽しい半日
作業でした。 (from  ito)

2016.6.16 共同活動が午前で解散になったので、片倉城跡公園に寄りました。春の
カタクリとヤマブキソウ、秋のキツネノカミソリ。と並び、この梅雨時、湿地園にはいろいろな
「花菖蒲」が盛りです。咲きはじめのサワキキョウ、ピンクのハスや⻩色いコウホネ、そして
アジサイ、名残りのヤマボウシ・・・。しばらく⾒かけなかった、昼下がり、獲物を狙うカワセ
ミには出会えました。  (from  kawarada)
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2016.6.19(日） 自主巡回 裏高尾 【梅雨の裏高尾も楽し、雨景色を観察】（１） 　 
◆参加者：８名（川原田Ｌ）、天候：曇り
◆コース:高尾駅〜日影沢〜八王子管理道〜南まき道〜VC〜稲荷山コース〜清滝
 内 容:梅雨ながら「雨」となりませんでした。登山道や自然観察も、晴天時とは比較にならない位
、異なる景色や情報があります。今回は、植生調査と登山道保全のための点検を同時に試⾏。こ
のような複合型巡回ｂ（開花調査と水切り溝の整備、解説・案内板の清掃など）も計画したい
と思います。 (from  kawarada)

2016.6.19(日） 自主巡回 裏高尾 【梅雨の裏高尾も楽し、雨景色を観察】 　 
◆参加者：８名（川原田Ｌ）、天候：晴れ時々曇り
◆コース:高尾駅〜日影沢〜八王子管理道〜南まき道〜VC〜稲荷山コース〜清滝
 内 容：この時期種類は少ないですが、面白い格好の花や実を探すのが楽しい。パパイヤ風の
キジョランの実、スターフルーツ風のオオバウマノスズクサの実、強烈な香りのママタビ、⾒とれてしまう
繊細なクモキリソウの花形、これから本番ショウマ類、雨上がりの遭遇・ギンリョウソウ・・・・。        
    (from  kawarada)
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2016.6.19(日） 自主巡回 裏高尾 【梅雨の裏高尾も楽し、雨景色を観察】(3) 　 
◆参加者：８名（川原田Ｌ）天候：晴れ時々曇り
◆コース:高尾駅〜日影沢〜八王子管理道〜南まき道〜VC振り返り後解散
 内 容：登山道点検ｻﾌﾞL杉山　植物ｻﾌﾞL坂内2班に分かれての活動。気が付いた植
物中心。ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛの⾒分け方。登山者から情報、6号路にてかなりの数の”ｷﾖｽﾐｳﾂﾎﾞ”解
散後に確認へ。ﾚﾝｼﾞｬｰは既に対策済み、”踏み込まないで”のﾊﾟｳﾁが目⽴っていました。
 (from   kato)

◆高尾サポートレンジャー会　　会則◆
[目的]
本会は、高尾地域の自然公園等において、東京都自然保護員
（以下「レンジャー」という。）の業務を補佐し、自然公園管理セン
ター等と協⼒・連携のもと、自然公園等における適正利用の推進
と、豊かな自然の保護・保全を目指してボランティア活動を⾏うとと
もに、会員相互の交流、親睦を図る。
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