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2015.6.3(水）　自主巡回　高尾山内　
◆参加者：　7名（石川Ｌ）
◆ｺｰｽ：　清滝駅前〜稲荷山ｺｰｽ〜山頂（解散）
・雨天のため、稲荷山ｺｰｽの水切溝点検・補修と6/7日の共同活動に備えた巡視に内容を変更。
・5/26日に⾏った「近自然工法」個所は、"恵の雨"で地固まる。
・”洗掘”個所多々あり水捌け口を設け一時的に逃がす。
・山頂までに出合った人---5人。あまりの蒸し暑さにカエル2匹が飛び出す！ （from ito)

２０１５年６月６日(土）山内
 改修後、ＶＣボランティアルームで初めてＳＲ委員会が開催。１号路から３号
路経由で、ＶＣに、委員会終了後、再び、１号路で帰途に。一日、肌寒い気候
。１号路のセッコクもイナモリソウも盛りを過ぎていた。代わりに、ユキノシタ開花、マ
タタビの葉が白く色づき始めた。 (from  kawarada)
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2015.6.7(日） 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：5月26日の共同活動と同じ内容の続きです。日曜日なので利用客がとても多く通⾏
整理と作業中断で時間がかかりました。在来の方法と近自然工法の試⾏と両方⾏いましたが
、地盤が踏み固められており、既存階段撤去も新たな水切溝設置も苦労しました。参加の皆
様、筋肉痛が出ませんように！！ (from  kawarada)

2015.6.13(土） 自主巡回 山内【６号路「木橋」に堆積した土砂の除去・対策 】 　 
◆参加者：７名（江藤Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:清滝駅〜６号路〜清滝駅
 内容：「木橋」に堆積した土砂は、麻袋に詰めて「段差解消」に使用、山側の堆積したい
大石交じりの土砂を活用して、樹木の根が露出し、つまづきやすい道に撒いて、次々と整備
（近自然工法のノウハウ生かし）。昨年、盗掘防止タグを付けた「硯石」から大山橋付近
に「キバナノショウキラン」移動か？？ (from  kawarada)
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2015.6.18(日） 共同活動 山内【横断溝の改良 】 　 
◆参加者：９名（甲把、野村Ｒ）、天候：雨
◆コース:山頂〜一丁平付近〜山頂（解散）
 内容:清掃を容易にするため横断溝の片側を撤去し移設する活動の続き。途中６/１３実施の
６号路整備の効用を確認。豪雨だったようで、大きい転石があちこちに。雨の日の巡回は、水の流
れがよくわかります。「大山橋付近のあのキバナノショウキラン」満開。今年全国で大発生している「マ
イマイガ」の幼虫を発⾒。高尾山での異常繁殖がないこと祈ります。
（from  kawarada)

2015.6.18(木） 共同活動 山内【横断溝の改良 】 　 
◆参加者：９名（甲把、野村Ｒ）、天候：雨
◆コース:山頂〜一丁平付近〜山頂（解散）
 内容:清掃を容易にするため横断溝の片側を撤去し移設する活動の続き。廃止した横断溝
や階段のリユース。次々と設置。出来上がりに満足いかない場合は納得いくまでこだわりの施工
。レンジャーとの連携作業。雨の中、汗と泥にまみえながら、満足の出来栄えでした。参加の皆
様、お疲れ様でした。、 (from kawarada)
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2015.6.18(木）　共同活動 高尾山内 【横断溝の改良】　Part2
 ◆参加者：　Ｒ　３名、　ＳＲ７名　　◆天気：　雨降ったり止んだり
◆ｺｰｽ：高尾山頂〜一丁平付近〜高尾山頂（解散）
☆清掃を容易にするため横断溝の片側を撤去し、必要箇所に移設する活動の続き。
 　予定通り、土留めの試⾏部分も含め６個所を完了。雨にも負けず---お疲れさまでした。 
                     (from  ito)

2015.7.19(日） 自主巡回 裏高尾【夏に活躍する昆虫】 　 
◆参加者：７名（坂内Ｌ）、天候：晴れ（猛暑）
コース:高尾駅北口〜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、②ヤマユリの個体数調査、③開花植物調査と昆虫探し。コドラート調査は、
沢の水量が多く、勢いも強いので断念。台風の影響か、林道の各所で湧水量が多く、幻の滝出現。
強い日差しの中、あふれた水を求めて、ミヤマカラスアゲハチョウやチョウ類が飛び回っていた。 
　　　　　　　　　　　 （from kawarada)
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2015.7.19(日） 自主巡回 裏高尾【夏に活躍する昆虫】(2) 　 
◆参加者：７名（坂内Ｌ）、天候：晴れ（猛暑）
コース:高尾駅北口〜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、②ヤマユリの個体数調査、③開花植物調査と昆虫探し。コドラート調査は、沢の
水量が多く、勢いも強いので断念。台風の影響か、林道の各所で湧水量が多く、幻の滝出現。強い日
差しの中、あふれた水を求めて、ミヤマカラスアゲハチョウやチョウ類が飛び回っていた。 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(from kawarada)
 

2015.7.19(日） 自主巡回 裏高尾【夏に活躍する昆虫】(2) 　 
◆参加者：７名（坂内Ｌ）、天候：晴れ（猛暑）
コース:高尾駅北口〜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、②ヤマユリの個体数調査、③開花植物調査と昆虫探し。コドラート台風の影響
か、林道の各所で湧水量が多く、幻の滝出現。今年はいろいろな植物の開花が早い感じがする。ヒグラ
シの抜殻があちこちに。カナカナカナ・・・という物悲しい鳴き声が高尾山にこだましていた。             　　
　　　     (from  kawarada)
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2015.7.25(土） 自主巡回 山内【歴史チーム特別活動「滝と修⾏」 パート２】 　 
◆参加者：１１名（佐藤Ｌ）、天候：晴れ
 コース:高尾駅北口〜蛇滝〜霞台〜高尾山頂〜6号路〜清滝(解散)
内容：集合時からあまりの暑さに健康第一とバスで蛇滝口まで移動。「蛇滝」の歴史の学習。沢
の水量は多く沢沿いは涼しい。イワタバコの群生にも涼感が。霞台で、吹き出す汗を拭きながら、リ
ーダーが差し入れてくれた冷たいスイカに感激！ご馳走様でした。ビジタセンターは土足入館ＯＫと
なりました！(from kawarada)

2015.7.25(土） 自主巡回 山内【歴史チーム特別活動「滝と修⾏」 パート２】 (2) 　 
◆参加者：１１名（佐藤Ｌ）、天候：晴れ
 コース:高尾駅北口〜蛇滝〜霞台〜高尾山頂〜6号路〜清滝(解散)
内容：高尾山には薬王院から清滝まで道程が『丁目』で記銘されている。霞台付近にあるのが『
十一丁目茶屋』。６号路では、６/１３自主巡回に⾏った保全場所の点検回復も。暑熱の中、
巡回お疲れ様でした。(from kawarada)
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〇

2015.8.2(日） 共同活動【関東ふれあいの道湖のみちの草刈り】（１） 　 
◆参加者：９名（甲把Ｒ，大畑Ｒ、野村Ｒ）、天候：晴れ
◆コース:高尾山頂〜大垂水峠〜高尾山頂（解散）
 内容:レンジャーが事前に研ぎ手入れされた鎌やハサミを使って、「草刈り部隊」は進む。粒状の汗が
照り返す大地に飲み込まれる。口からも水や飲料をがぶがぶと補給。一筋の涼風にも敏感に。この暑
さのせいか利用客も少なく、作業はスムーズに進みました。草の心地よい香りに満足。参加の皆様、
猛暑の中、お疲れ様でした！ (from kawarada)

2015.8.2(日） 共同活動【関東ふれあいの道湖のみちの草刈り】（２） 　 
◆参加者：９名（甲把Ｒ，大畑Ｒ、野村Ｒ）、天候：晴れ・猛暑
◆コース:高尾山頂VC前 10:00、高尾山頂〜大垂水峠〜高尾山頂（解散）
 内容:大きな粒状の汗が照り返す大地に
飲み込まれる。今日一番の注意事項は「熱中症」。休憩も自然と日陰を探して一筋の涼風にも敏感に
。皆さん、思わず「気持ちいい！、幸せ！」帰途、草刈り成果の跡を巡回しながら。参加の皆様、猛暑
の中、お疲れ様でした！(from kawarada)
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2015.8.5(水） 自主巡回 北高尾【安全に配慮した活動とテーピング研修】 　 
◆参加者：５名（原田Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾北口〜大下〜小下沢林道〜（キャンプ場跡地）〜板当峠〜富士⾒台〜城山林道〜
八王子城址ガイダンス施設（解散）
 内容: リーダー計画に沿って丁寧な説明がありました。雑巾も準備され、案内板が⾒違えるようにクリアに
なりました。コミュニケーションも楽しく会話が弾みました。体に起こる異変チェックしながらの巡回でした。お疲
れ様でした。(from kawarada)

2015.8.5(水） 自主巡回 北高尾【安全に配慮した活動とテーピング研修】（２） 　 
◆参加者：５名（原田Ｌ）、天候：晴れ・猛暑
 内容: 【第２回自主研修：テーピング】応急処置の重要なキーワードは『ＲＩＣＥ（ライス処置）
』①Ｒｅｓｔ／安静、②Ｉｃｅ／冷却、③Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ／圧迫、④Ｅｌｅｖａ
ｔｉｏｎ／拳上。  ＲＩＣＥ処置が可能な怪我として、打撲、ネンザ、肉離れなど、日頃の巡回で
も登山・利用客や会員に良く起こる身近な症状です。 (from  kawarada)
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２０１５年８月８日（土）　晴れ・猛暑　『片倉城跡公園のキツネノカミソリ』
 ８／１６の巡回の下⾒に、裏高尾に⾏きました。途中下⾞し⽴ち寄りました。３月はカタクリ、
４月はヤマブキソウ、そして８月にはキツネノカミソリがほぼ同じ場所に群生し、⾒ごたえがありま
す。また、裏高尾・日影沢沿いのキツネノカミソリも満開です。スプリングエフェメラルと匹敵するサマ
ーエフェメラルとでしょうか。 (from kawarada)

そうだ !　『ＴＡＫＡＯ ５９９ ＭＵＳＥＵＭ』　へ⾏ってみよう !

高尾自然博物館跡地に建設されていた「ＴＡＫＡＯ５９９ＭＵＳＥＵＭ］が８月１１日(
山の日）にオープンしました。翌日、⾒学しましたので、様子をお伝えします。いろいろと新しい企画
が持ち込まれており、初めて高尾山を訪れる人も、ベテランも、⽼若男⼥が楽しめる博物館（ミュ
ージアム）になっています。 (from  kawarada)
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2015.8.16(日） 自主巡回 裏高尾【高尾山の良さをもっと知るための巡回】 part2　 
◆参加者：７名（川原田Ｌ）、天候：晴れ　気温25℃
 ◆コース:高尾駅〜日影〜水道道〜もみじ台〜山頂ＶＣ〜６号路〜清滝〜TAKAO 599 MUSE
UM（解散）
 内容:定例の植生調査に加えて、登山道の点検や案内板やパウチ標識など清掃など巡回後、
 ＶＣ内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑで振返り。　「599　MUSEUM」では高尾ＶＣの解説員の方も活躍中でした。　　
　　　　　　　　(from ito)

015.8.16(日） 自主巡回 裏高尾【高尾山の良さをもっと知るための巡回】 　 
◆参加者：７名（川原田Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅〜日影〜水道道〜もみじ台〜山頂ＶＣ〜６号路〜清滝〜TAKAO599ﾐｭｰｼ
ﾞｱﾑ（解散）
 内容:定例の植生調査に加えて、登山道の点検や案内板やパウチ標識など清掃など巡回後、Ｖ
Ｃで振返りのミーティング⾏い、レンジャーにも参加いただきました。下山後、【高尾山の良さ】を伝え
るために、「ＴＡＫＡＯ５９９ミュージアムを⾒学。参加の皆様、お疲れ様でした！
 (from kawarada)
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2015.8.29(土） 自主巡回 裏高尾　第３回自主研修 裏高尾【さわって匂いをかいで樹を知ろう】
◆参加者：10名（関Ｌ）　天候：雨後霧　
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜いろはの森コース〜四号路〜山頂ＶＣ（解散）
 内容:今年も盛り沢山の内容、欅と槻（葉がｻﾞﾗｻﾞﾗ街路樹はｹﾔｷでは無くﾂｷ）ｱｶｼﾉﾐｿﾞｳﾑｼに葉が
網目に。ｹﾔｷ1000年材1000年日光東照宮や清水舞台ｹﾔｷ　東京より⻄は梅桜桃の順　北は桜桃
梅、福島三春は、まとめて同時期に花が楽しめる。皆でヘ〜〜〜ェ＾＾！(from kato)

2015.8.29(土） 第３回自主研修 裏高尾 『さわって匂いをかいで樹を知ろう』（Part２） 　
◆参加者：１０名（関Ｌ）、天候：雨
◆コース:高尾駅北口（集合）〜日影バス停〜いろはの森コース〜四号路〜ＶＣ（解散）
 内容:昨年８月に実施した自主研修の第二弾として、工夫しながら生きている“樹の生き様”をたっぷ
り５時間学びました。雨の日出ないとわからないことをわかること！雨と樹木の関係を道中、確認。雨
降っても、葉を介して地表に届く雨粒は50％を体感し、その内に霧変化のいろは道でした。 　　    
    (from  kawarada)
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2015.9.6(日）共同活動　奥多摩　【ニホンシカ研修】 　 
◆参加者：１５名（甲把Ｒ、三好Ｒ、近藤Ｒ，奥多摩ＳＲ会３名含む）、天候：曇りのち雨
◆コース:奥多摩駅〜9:30発「鴨沢⻄」⾏きバス乗⾞・⼥の湯バス停〜倉⼾山〜バス乗⾞〜15:0
0頃奥多摩駅（解散）  内容:ニホンジカ高密度生息域の奥多摩で植生への影響や痕跡を確認。
高尾エリアでの影響の早期発⾒に繋がります。元高尾の三好レンジャーと倉⼾山を歩きました。　　　　
　　　 (from  kawarada)

2015.9.6(日） 共同活動 奥多摩 【ニホンジカ研修】 Part2 
 ◆参加者：15名（　高尾Ｒ　1、奥多摩Ｒ　2、OSR 3, TSR 9）
◆コース：奥多摩駅9：30＝⼥の湯バス停〜倉⼾山〜熱海バス停＝奥多摩駅（15：00解散）
◆目的:ニホンジカ高密度生息域の奥多摩で植生への影響や痕跡を確認。
☆登山者には出合わず、ヤマカガシに遭遇。また動物のフン、　クマの爪あと、　　
 　　ﾘｮｳﾌﾞ、ヒノキの幹剥皮を確認。三好Ｒ、ありがとうございました！ (from ito)
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2015.9.12(土）　自主巡回 高尾山内 【山頂周辺の保全・整備】 
◆参加者：　8名（矢内L)
 ◆コース：　高尾山頂ＶＣ前集合〜山頂周辺〜ＶＣ前（解散）
☆目的：　利用者の歩⾏の安全と景観の維持。
☆内容：　①山頂から奥高尾へ下る石段100段、横断溝の土砂撤去。　②山頂直下の横断溝、
階段の土砂撤去、除草。   朝の地震に驚かされましたが、登山者の多い中,無事作業終了！     
　(from  ito)

2015.9.12(土）　自主巡回 高尾山内 【山頂周辺の保全・整備】 ｐart2
 ◆参加者：　8名（矢内L)
 ◆コース：　高尾山頂ＶＣ前集合〜山頂周辺〜ＶＣ前（解散）
☆目的：　利用者の歩⾏の安全と景観の維持。☆内容：　①山頂から奥高尾へ下る石段10
0段、横断溝の土砂撤去。　　②山頂直下の横断溝、階段の土砂撤去、除草。   　　朝の地
震に驚かされましたが、登山者の多い中,無事作業終了。---お疲れさまでした！ (from  ito)
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