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２０１５年１月１日（平成２７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！　守る仲間を増やそう！』
    (from  kawarada)

2015.1.7(水）　自主巡回　山内
◆参加者：　6名（伊藤L)
 ◆コース：　清滝駅〜1号路〜薬王院（初詣）〜5号路〜もみじ台まき道（昼食）〜6号路
〜清滝駅
 明けましておめでとうございます。
 新年最初の自主巡回は、先ずは1年の活動の安全を祈願。
ｼﾓﾊﾞｼﾗは前日の雨のためか、小さな花がチラホラと。
 最初の作業はやはり水切溝の清掃でサッパリと。 今年もよろしくお願いいたします。(from itoh)
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2015.1.10(土）自主巡回【水切り溝」の清掃整備】 
◆参加者：６名（江藤Ｌ）
◆コース：:高尾駅北口〜小仏バス停〜景信山（昼食）〜小仏峠〜小仏バス停〜高尾駅
 内容リーダーがレンジャーと連携プレー。あらかじめ、レンジャーが清掃用の道具を準備。各自道
具を持ち、作業もスムーズに進み、水切り溝４０カ所以上を清掃整備しました！12/21報告の
枯損木処理、指導標のナットを交換。景信山頂では、リーダ差入れの美味しい⿅肉のフライと暖
かいナメコ汁がありました。ご馳走様でした！(from  kawarada)

2015.1.11(日）　共同活動【一丁平まで菰敷き】 
◆参加者：１３名（レンジャー３名、多摩環１名、体験入会３名含む）
◆コース：:仮設ビジターセンター〜一丁平〜山頂（解散）
 内容:ぬかるみを避けて登山道外を歩き植生を傷めないため、冬の高尾山も快適に楽しん
でもらうために、菰を敷設します。多摩環の杉本さんも参加、奥多摩では⾒ることのできない
シモバシラも堪能、高尾最大の共同作業・菰敷きも経験。体験入会者からも満足の声ばか
りでした。(from  kawarada)
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2015.1.18(日）自主巡回 裏高尾【案内板などの清掃】 
◆参加者：10名（体験入会1名含む）
◆コース：高尾駅〜（バス）〜日影沢〜日影沢林道〜八王子管理道
〜高尾山頂(解散）
 内容:案内板などの清掃で⾒やすくなった。菰敷きとカヤ撒き後を⾒に⾏き
当日の作業の話を聞きながら現状確認した。他として日影沢にタイヤが落
ちていた次も何か又増えそう・・。どうしよう？ (from  katoh)

2015.1.18(日）自主巡回【自主巡回 裏高尾 【案内板などの清掃、植物観察、利用マナー 】 
◆参加者：１０名（野口Ｌ、体験入会１名含む）
◆コース：高尾駅〜（バス）〜日影沢〜日影沢林道〜八王子管理道〜高尾山頂(解散）
 内容：案内板と踏込注意のパウチ標識などの清掃、利用マナーの普及とゴミ拾いと「高尾山のお
そうじ小僧」、植物観察（八王子管理道で⾒かけたシモバシラ群）、昼食は一丁平で。その後、
菰敷き後の利用状態を確認。(from  kawarada)
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2015.1.24(土）自主巡回【奥高尾 【冬の高尾を満喫しましょう】 
◆参加者：８名（久保埜Ｌ、体験入会１名含む）
◆コース：高尾駅北口〜陣馬高原下〜陣馬山〜奈良子峠〜堂所山〜景信山〜小仏〜高尾北口
（解散）
リーダーからの「降雪の場合もありますのでアイゼン、スパッツ等用意してください。」の募集メッセージが大変
役⽴ちました。陣場山を間近にして積雪がアイスバーン化し滑り危険状態に。ぬかるみの中の巡回でもアイ
ゼンが滑り防止に活躍。途中、関さんから冬の樹木ミニ講座が盛り上がりました。(from kawarada )

2015年２月４日（水）　自主巡回　北高尾
◆コース：高尾駅北口〜（ﾊﾞｽ）〜霊園前〜管理事務所〜八王子城山〜富士⾒台（昼食）〜
荒井〜高尾駅北口
◆⾏程/所要時間：　約8.8km/５時間　　◆参加者：８名（杉山Ｌ）+体験入会　１名
☆　残雪でツルツル個所あり、注意して巡回。　　 　♪霞か雲か〜本丸からの展望。　倒木処理でスッ
キリと。 　春の出番を待つ梅蕾（つぼみ）がふっくらと。
 　解散後もお疲れ様でした！（from itoh)
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2015.2.14(土）自主巡回　南高尾 
◆参加者：１０名（反町Ｌ）　天候：快晴
◆コース：高尾駅南口〜三和団地分岐〜四辻〜草⼾山〜榎窪山〜三沢峠〜梅ノ木平
 内容:巡回中、アイゼンもスパッツもつけなくてよい程度に道が良かった。天気も良く温暖で、
各峠での風景は⾒晴らしも良く、都心もクッキリ、スッカリ雪化粧の丹沢も富士もクッキリ。利
用者、ハイカーにも多く出会った。草⼾山で昼食後、三沢峠からの帰路、途中から突然残雪
があり、グリーンセンターから福寿園まで滑りやすく要注意！（from kawarada)

2015.2.15(日）　共同巡視　都⽴滝山公園
◆参加者：R 3名　　SR 11名　体験入会　３名
◆ｺｰｽ：小宮駅〜かたらいの路滝山コース〜東秋留駅
◆ﾃｰﾏ：指導標の点検と冬鳥の観察
 　　フェンスの横で横たわるアオゲラにはビックリ！
 　　多摩川を渡る強く冷たい風の中、遠い故郷を思い出させる"かたらいの路"でした。
                 (from  itoh)
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2015.2.15(日）共同巡視　都⽴滝山自然公園
◆参加者：レンジャー ３名　　ＳＲ会　１１名　体験入会　３名
◆コース：小宮駅〜かたらいの路滝山コース〜東秋留駅
 内容：１年ぶりの滝山公園、"かたらいの路"でした。川沿いに野鳥観察、旧国⺠宿
舎「滝山荘」ではアライグマのフィールドサイン調査の復習。春から夏にかけて、要注意
のスズメバチの住処の洞も確認。東秋留駅までの
指導標が道路にも埋め込まれています。が、気づかず、皆、通り過ぎそうになり、確認と
解説がありました。 (from kawarada)

2015.2.21(土）自主研修　奥高尾 【野生動物のフィールドサインPart２】
◆参加者：９名（川原田Ｌ、講師：三好Ｒ　、体験入会１名））　天候：晴
◆コース：高尾駅北口〜日影沢バス停〜小下沢〜景信山〜小仏峠〜小仏バス停〜ＪＲ高尾駅
（解散）
 内容:【第５回自主研修　『野生動物のフィールドサイン（痕跡）パート２（実践編）』】
9/21の第３回自主研修の講義に引き続き、三好レンジャーに講師をお願いし、実地研修しました。日
頃点検できない指導標や登山道状況など確認しながら巡回。 (from kawarａda)



-7-

〇
2015.2.28(土）山内　【冬ならではの高尾からの眺望】
◆参加者：８名（正田Ｌ、体験入会１名）
◆コース：清滝駅〜稲荷山コース〜高尾山頂(昼食)〜1号路〜高尾山口駅
 内容：春めいた暖かい中、稲荷山からもみじ山に、昼食後、５号路から薬王院内を経由して
１号路を降りました。
 稲荷山の東屋（棟ではなく宇と数えるそうです）から都心の眺望、もみじ台からの富士や丹沢
の眺望、⾦毘羅台からのスカイツリーの遠景。 男坂では春の気配が（ヤマルリソウ、アカフタチツ
ボスミレ、タチツボスミレなど開花） (from kawarada)

2015.3.4(水）裏高尾【山歩きの基本ﾏﾅｰを確認する】
◆参加者：８名（安部Ｌ）
◆コース：高尾駅北口〜日影〜（日影沢林道）〜城山〜一丁平〜高尾山頂〜(６号
路)〜清滝
 内容：４月中旬並みの暖かい中、排水溝に溜まった土砂を取り除き、登山道の状況を確認
。リーダーからテーマに沿った解説。登り客が優先。その理由は？登りよりも、降りてくる人の方が
視界が良いため道を譲るなど・・・。道を譲るときはバックを山側に向けて！、早速実践しました
。 (from kawarada)
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2015.3.7(土）高尾森林ふれあい推進センター【2014年度巡視員研修】
◆参加者：９名（委員会主催、レンジャー２名含む）
◆場所：高尾山口駅〜高尾森林ふれあい推進センター〜高尾駅
 内容：レンジャーから、利用者指導や緊急時対応について、
ロールプレイやクイズ形式で、全員参加型研修となり意⾒交換も活発でした。ロールプレイ
では両レンジャーと浅野さんのアドリブが迫真のもので、参加者魅入っていました。
 終了後、レストラン「多花美」で懇親会盛り上がりました。皆様お疲れ様でした！！ 
  (from kawarada)

2015.3.14(土）自主巡回　北高尾（１）【高尾山とその周辺をもっと知ろう！「八王子城」
◆参加者：８名（横山Ｌ）
◆コース:高尾北口ＢＳ-八王子城址-富士⾒台-荒井-高尾北口
 内容：御主殿を⾒学後、急峻な「殿の道」を通り、八王子神社前に出た。富士⾒台で昼食後、
荒井バス停に向け下山。郷には、白梅・紅梅が満開。「梅まつり」で人・人・人。小仏川遊歩道沿
いに探索しながら高尾駅に。横山リーダーのＳＲ会のラスト巡回。⻑い間、会のために貢献されたこ
と感謝いたします！お疲れ様でした。（from  kawarada)
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2015.3.14(土）自主巡回　北高尾（２）【高尾山とその周辺をもっと知ろう
◆参加者：８名（横山Ｌ）
◆コース:高尾北口ＢＳ-八王子城址-富士⾒台-荒井-高尾北口
 内容：『今日⾒た』もの、これなんでしょうか？3/9　ＴＢＳテレビで放映された「私の街も戦
場だった」の舞台になったＪＲ湯の花（いのはな）トンネル近くの踏切、慰霊塔がありました。
アサギマダラの幼虫と野生サルの発⾒は鈴木さんの動態視⼒の良さに感動！春の花もコスミ
レ、アズマイチゲ、アブラチャン、ダンコウバイ、キブシ・・・・。(from  kawarada)

2015.3.15(日）自然観察会【生物多様性の保全のあり方と進め方について】 
 参加者：16名　講師 北澤哲也氏 他3名 計20名
 場所：御霊谷林道と企業（ｻｶﾞﾜｷﾕｳﾋﾞﾝ）の社有林
 企業（ｻｶﾞﾜｷﾕｳﾋﾞﾝ）の社有林　⾥山（人が活かして守る森）ｲﾉｼｼの掘った後、ﾆﾘﾝｿｳ
の群生地、ﾀﾇｷの溜め糞、萌芽更新によりｱﾗｶｼ、ｼﾗｶｼ、ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼが多く出てる、ﾊﾞｲｵﾏｽﾄｲ
ﾚｶｰｵｶﾞｸｽﾞのﾄｲﾚ、ｶﾒﾗには、⿅が写ったetc・・・ありがとうございました。(from  kato)
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2015.3.15(日）自然観察会【生物多様性の保全のあり方と進め方について】---part2 
 ◆参加者：　講師 北澤哲也氏（元高尾ﾚﾝｼﾞｬー） 他3名 、ＳＲ16名　計20名
◆場所：御霊谷林道と企業の社有林
☆春植物や樹木など広範囲に亘る講師の方の丁寧な説明を聞きながら,春の気配がする
　　「高尾100年の森」を歩いてきました。　”デジタル顕微鏡”が優れものでしたね。(from ito)

2015.3.22(日）自主巡回　裏高尾【第６回自主研修 『春を感じる！』
◆参加者：８名（杉浦Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜キャンプ場〜炭焼き小屋〜八王子小屋〜キャンプ場〜小仏川
沿い〜高尾駅
 内容：春らしさを探してみよう・開花植物が急に増える時期、楽しみ発⾒巡視（フサザクラ・ハシリ
ドコロ・ヒメスミレ・アオイスミレ・ノジスミレ・コスミレ・ニリンソウ・エンレイソウ・ユリワサビなど開花、ジョウビ
タキ）  　（from kawarada)
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2015.3.28(土）自主巡回　南高尾【障害枝、枯木などの処理、管理標・案内板などの点検、コ
ースの点検】
◆参加者：５名（齋藤Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:三和団地分岐〜四辻〜草⼾山〜榎窪山〜三沢峠〜梅ノ木平〜高尾山口
 内容：５月並みの天候の中、南高尾から梅ノ木平から貴布祢（きふね）神社に⽴ち寄りお詣り。
この神社がある山を迂回し、国道２０号線が大きくカーブしている。枯損木も次々と処理、管理標
識や案内板はクッキリきれいになりました。利用客も多く１８３名（三沢峠までに出会った人数）。
  (from  kawarada )

2015.3.22(日）自主巡回　裏高尾【第６回自主研修 『春を感じる！』
◆参加者：８名（杉浦Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜キャンプ場〜炭焼小屋〜八王子小屋〜キャンプ場〜小仏川沿い
〜高尾駅
 内容：春らしさを探してみよう・開花植物が急に増える時期、楽しみ発⾒巡視（ヤマアカガエルの卵
、タゴガエルの鳴き声、カナヘビの日光浴、猫の目四兄弟、フサザクラ・ハシリドコロ・アズマイチゲ・キクザ
キイチゲ・ニリンソウ・エンレイソウ・キバナノアマナ・ヤマエンゴサクなど開花、ジョウビタキ）                 
(from kawarada)
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2015年03月29日(日)共同活動　【小仏川石積み補修】
◆参加者:13名（R 2名 SR 11名) 　
◆コース:高尾駅〜小仏川遊歩道〜日影沢 石積み班＆枯れ木班の2ヵ所に分かれ作業
 枯れ木活用班の様子
 小仏川の遊歩道の枯れ木を用いて道をわかりやすく植物の回復を目指！枯れ木伐り、三好レン
ジャー大活躍！！
☆三好ﾚﾝｼﾞｬｰ＆田邉ﾚﾝｼﾞｬｰ ありがとうございました。☆益々のご活躍を＾＾！祈ります。
    (from  kato)

2015.3.29(日）共同巡回　裏高尾【小仏川沿いの遊歩道整備】Part２
◆参加者：１３名（三好Ｒ，田邊Ｒ、会員１１名）、天候：曇り
◆コース:高尾駅〜駒木野〜蛇滝〜日影
 内容：希少な植物が生育する小仏川の遊歩道の植生を春植物撮影による踏圧から守るための
作業。高尾から異動される両レンジャーと一緒に活動する最後の共同作業と巡回でした。いままで、
いろいろお世話になりました。ありがとうございます！今後の益々のご活躍を祈っています。             
( from kawarada)
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2015.3.29(日）　共同活動　「小仏川石積み補修〜日影沢」　Part3
 ◆参加者：都Ｒ　2名、　SR11名
◆ｺｰｽ： 高尾駅〜駒木野〜蛇滝〜日影
◆内容： 小仏川の遊歩道の植生を春植物撮影による
　　　　　　踏圧から守るための作業。（2014年度ラス　トラウンド）
 　　◎　遊歩道　⼥性パワーで　しなやかに
　　☆　春は別れの季節でもありますね。三好さん、田邉さんお世話になりました。お元気で！
 　　　♪また逢う日まで　逢える時まで〜       ( from  ito)

2015.4.1(水）自主巡回　南高尾【新緑の南高尾を歩こう！】
◆参加者：６名（杉山Ｌ）、天候：曇り
◆コース:京王高尾山口駅前〜梅ノ木平〜中沢峠〜⾦毘羅山〜大垂水〜四分岐点〜高尾
ＶC〜清滝駅前口
 内容：枯損木や障害木の安全性を確認しながら巡回。途中、イノシシに掘られた跡があちこちに
。細い登山道が崩れて踏み場が狭くなっているところも散⾒。多くの春の開花－エイザンスミレ、ナ
ガバノスミレサイシン、ヒナスミレ、ヒトリシズカ、シュンラン、センボンヤリ、ヤマルリソウ、モミジイチゴ・・・
・・・。  (from  kawarada)
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2015.4.4(土）共同巡回　裏高尾【小仏川・春植物保護パトロール】
◆参加者：１２名（Ｒ４名、ＳＲ８名）、天候：曇り
◆コース:高尾駅〜駒木野〜日影沢〜小下沢〜日影バス停
 内容：春植物を観察し、マナーの普及を通し、負荷を与えず撮影を楽しむ仲間を増やす
活動で整備の効果確認認。タカオスミレ、エイザンスミレ、ナガバノスミレサイシン、ミヤマキケマ
ン、ラショウモンカズラ、ヒメスミレ、ヒカゲスミレ、ウグイスカグラ、ヒメニラ、トウゴクサバノオ・・・・・
・   (from  kawarada )

2015.4.4(土）共同活動　【小仏川春植物保護パトロール】 ｐart2
 ◆参加者：Ｒ　４名、　SR 8名
◆コース：高尾駅〜駒木野〜日影沢入口〜木下沢〜日影バス停
 内容：春植物を観察し、マナーの普及/PR.
”ガマンの分だけ花が咲く！?”チラシ配布。少しずつ効果が　　　　出ているようです。
 　　☆春は出会いの季節。大畑、野村、山本レンジﾔーさんようこそ高尾へ!
　　　春植物も大歓迎ですね〜。  (from   ito)
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2015.4.12(日)自主巡回 裏高尾【植物調査＆固体数調査等】
◆参加者：SR 5名（坂内Ｌ） 
◆コース: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）ﾆﾘﾝｿｳ増。②ﾔﾏﾕﾘ個体数確認できましたがｲﾅﾓﾘｿｳ会え
ず。。（東Ａ南）③開花植物調査（巡回コース内）ﾅｶﾞﾊﾞﾉｽﾐﾚｻｲｼﾝ、ﾆﾘﾝｿｳ、ﾏﾙﾊﾞｺﾝ
ﾛﾝｿｳ、ﾋｶｹﾞｽﾐﾚがﾀｶｵｽﾐﾚにetc＊⾞が踏み込んでたどうする？☆ｽﾜｽﾐﾚ&ｵｶｽﾐﾚ訂正、写
真提供、坂内氏ありがとうございます。   (from  kato)

2015.4.16(木）共同活動　奥高尾【景信山滑り止めステップ設置】
◆参加者：１１名（レンジャー４名、会員７名）、天候：曇り
◆コース:高尾駅北口バス停〜小仏バス停〜小仏峠〜景信山〜小仏バス停
 内 容:滑りやすい登山道に迂回用の標識や足がかりのステップを設置する活動。
 倒れた頂上の標識再設置とトイレの方向板設置。景信山〜小仏バス停間の横断溝の確認と清掃
。初夏のような天候の中、レンジャーとＳＲのアイデアと⼒を出し合い連携。 (from  kawarada)
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高尾山周辺をもっと知ろう！
 『片倉城跡公園』
 早春にはカタクリ、その後、カタクリソウが満開で、遊歩道から間近かに観察できます。
 運が良ければ、枝にカワセミが止まり、池の餌をとる場面が。  (from  kawarada)

2015.4.18(土）13：00〜15：30　平成27年度高尾SR会総会
◆多摩環境事務所　会議室
◆出席者：都職員　3名　　Ｒ　3名　SR会員　37名＋委任状20名
◆会員総数　71名（内新会員6名）
☆都より「平成27年度SR設置要綱改正等について」の話あり。
 　　今年度より緑ﾎﾞﾗ養成講座は無くなり、7月より新たに「ｻﾎﾟﾚﾝ認定講座」として
　　　新会員の募集をかける。
☆懇親会参加者　SR　22名＋Ｒ4名.　　　おそくまでお疲れさまでした。  (from  ito)

＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞
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2015.4.26(日）自主巡回 高尾山内【新会員研修会（歓迎登山）】
◆参加者：１６名（会員１４名、新会員２名）、天候：晴れ
◆コース:清滝駅前〜6号路〜高尾山頂(昼食後各ポイントで案内)〜5号路〜富士道〜琵琶
滝道〜清滝駅前(解散)
解散後、高尾駅南口「多花美」で懇親会
 内 容:新会員を対象にした研修会と歓迎登山。リニューアルオープンしたビジターセンターのぴかぴ
かのレクチャールームで座学の後、分かれて6号路一方通⾏案内と動態調査。遅くまで盛り上がっ
た懇親会。お疲れ様！  (from kawarada)

2015.4.26(日） 【新会員歓迎登山 6号路一方通⾏に伴う案内】 Part2
 ◆参加者：１６名(内新会員２名）　(池田Ｌ）
◆コース：稲荷山ｺｰｽ、６号路の２班に分かれ山頂へ。新ＶＣ内で巡視研修。
◎案内は山頂付近４ケ所に分散。　子供連れ、ペット連れ目⽴つ。
 　盗掘防止の腕章を⾒て「何の盗掘ですか？----骨ですか？」にはオドロキ！
 　シャガが歓迎してくれました。 (from  ito)
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2015.5.2(土）自主巡回 高尾山内【６号路一方通⾏に伴う案内】
◆参加者：１０名（伊藤Ｌ）天候：晴れ
◆コース:清滝駅前〜6号路〜高尾山頂〜<6号路一方通⾏案内＞〜ふじ道〜1号路〜
清滝駅前広場
 内 容:初夏を思わす天気の中、２班に分かれ、頂上ＶＣを目指す。①６号路、②稲荷山
コース、
 稲荷山入口付近の倒れていた注意標識を修理。頂上では、「101-500」の標識の薄くなっ
た矢印を塗料で修復。作業中、ひっきりなしに道を尋ねる人・人・人・こんなに道案内が必要
な場所とは・・・・再認識。  （from  kawarada)

2015.5.2(土）自主巡回【6号路一方通⾏に伴う案内及び動態調査】Part2
 ◆参加者：10名(伊藤Ｌ）
◆コース：稲荷山ｺｰｽ、6号路の2班に分かれ山頂へ。VC内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ⾒学他、
◎案内、山頂付近4ヶ所に分散。案内板補修有難うございます。GWにしては人が少な
め、6号へ向かう（1号から5号分岐）案内人はいらない山頂の方が欲しいと声があがっ
てました。 (from  kato)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.5.5(火）共同活動 山内【6号路巡視及び山頂道案内】 
◆参加者：８名（ＳＲ会７名、レンジャー１名）、天候：曇りのち晴れ
◆コース:清滝駅前〜6号路・稲荷山コース〜高尾山頂〜<6号路一方通⾏案内＞〜解散
 内 容:６号路と稲荷山コースの２班に分け巡回。１１時過ぎＶＣ到着後、新設のボランティ
アルームへ倉庫から机や椅子を運び込んだ。昼食後、３カ所に分かれ、案内。晴れ間が広がる
とともに、人出も増えたが、例年に比較すると少ないか？
 皆様、お疲れ様でした！ (from kawarada)

2015.5.10(日）第１回自主研修会 山内〜南高尾【盗掘防止パトロール】 
◆参加者：１９名（川原田Ｌ、甲把、野村Ｒ）、天候：晴れ
◆コース:ＶＣ〜もみじ台〜城山（昼食）〜大平林道合流点付近でレクチャー〜もみじ台
下（解散）
 内 容:植生保護パウチの清掃や交換、希少種植物分布の確認や標識タグ設置、多数の
⾒事なキンランを確認。その他、クモキリソウ、イカリソウ、エビネ、アマドコロ、ワニグチソウ、クマ
ガイソウ、ヒメハギ等、大満足の収穫！お二人のレンジャーに感謝！。参加の皆様、お疲れ
様でした！(from  kawarada)
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2015.5.17(日）自主巡回　裏高尾 【開花調査・盗掘防止 パトロール】 
◆参加者：１１名（鈴木Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅北口バス停〜日影沢〜小仏城山〜一丁平〜高尾山頂(解散）
 内 容:定例のコドラート・開花調査に加え、希少植物の盗掘防止パトロール・監視、５／１
０の自主研修時に標識タグ付けした株の無事を確認。盗掘防止パトロールにも利用客からい
ろいろなご意⾒も・・・。その他、イナモリソウ、セッコク、ジャケツイバラ、ハンショウヅル、サイハイラン
、スイカズラ・・・(from  kawarada)

2015.5.17(日）自主巡回　裏高尾 【開花調査・盗掘防止 パトロール】part2 
 ◆参加者：１１名（鈴木Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅北口バス停〜日影沢〜小仏城山〜一丁平〜高尾山頂(解散）
・日影沢沿い、猿親子２頭確認、蛇、小仏城山手前でﾋﾐｽﾞ⾒ました。（ﾈｽﾞﾐみたいな）宿題☆1
ちょっと気になる透明な虫：ｼﾞﾝｶﾞｻﾊﾑｼ♪☆2ｼｬｶﾞは何科⇒ｱﾔﾒ科でした。 (from kato)



-21-

＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.5.23(土）自主巡回　南高尾 【通常巡視と盗掘防止 パトロール】 
◆参加者：５名（久保埜Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾山口〜四辻〜草⼾山〜⻄山峠〜新中沢橋〜梅ノ木平〜高尾山口
 内 容:先週に続き盗掘防止パトロールに利用客からいろいろなご意⾒が・・。（途中で利
用者情報があった）５匹のサルに⻄山峠で遭遇。「美味なキイチゴ（モミジイチゴ」が沢山
あり、いちご狩りかとの声も？。そのほか、スイカズラ、オカタツナミソウ、セリバヒエンソウ、ニガナ
・・・。草⼾山まで出会った利用者３４名  (from  kawarada)

2015.5.23(土）　　自主巡回 南高尾 【通常巡視と盗掘防止パトロール】 Part2
 ◆参加者：　5名(久保埜Ｌ）
◆コース：高尾山口〜四辻〜草⼾山(昼食）〜⻄山峠〜新中沢橋〜梅ノ木平〜高尾山口（解散）
◆⾏程：約10km/5時間20分
・草⼾峠でおなじみの利用者から「盗掘防止パト」への抑止⼒を高める為の貴重な意⾒をいただく。
・登山道猿が去るまでしばし監視！     ・解散後ベリーダンスで疲れ取れ！(from  ito)
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2015.5.26(火） 共同活動 山内【稲荷山コース横断溝整備】 　 
◆参加者：１０名（レンジャー３名、会員７名）、天候：晴れ
◆コース:清滝駅〜稲荷山コース〜清滝駅
 内 容:登山道の雨水による侵食で荒廃が目⽴つ稲荷山コースに横断溝を整備しました。
現在の木製階段の不要部分を撤去・移設し、横断溝として活用。階段の段差が大きいと
ころでは、現地調達の木や石、砂などを使った「近自然工法」を試⾏。出来栄えはどれも良
く、雨の日が待ち遠しいとの声も。  (from  kawarada)

ｎｅｗｓ
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◆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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