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2015.9.20(日）自主巡回 裏高尾 【秋の植物を観察してみよう！】 　 　 
◆参加者：７名（杉浦Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:コース:ビジターセンター〜南巻き道〜一丁平〜萩原作業道〜日影林道〜コドラート〜
日影バス停.      内容:秋晴れ、爽やかな秋、カツラの葉が香る中、あちこちの秋を観察しました。リ
ーダーのとても丁寧でユーモラスな解説に魅了されたいつ日でした。日影沢は、幻の滝があちこちに出
現。水量が多く、コドラート調査は⾒送りました。　（from  kawarada)

2015.9.20(日）自主巡回 裏高尾 【秋の植物を観察してみよう！】 　 　 
◆参加者：７名（杉浦Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:コース:ビジターセンター〜南巻き道〜一丁平〜萩原作業道〜日影林道〜コド
ラート〜日影バス停
 内容:リーダーのとても丁寧でユーモラスな解説に魅了されたいつ日でした。いつもとは逆のコ
ースで、ＶＣを出発して、日影沢入り口がゴール。景色も新鮮で、順調に巡回。アザミ３
姉妹、升麻３兄弟、タデなど⾒分けられそう！？？ (from  kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞

2015.9.26(土）　奥多摩ＳＲ会との交流会（奥多摩主催）
◆参加者：１６名（OSR 8名、　TSR　8名）　　天気：曇り
◆コース：JR高尾駅北口〜（バス）関場〜（盆堀林道）〜トッキリ場〜
 　入山峠〜刈寄山（昼食）〜今熊神社〜今熊神社バス停〜武蔵五日市〜拝島（解散）
 　　　　（懇親会12名出席）
◆⾏程：約10km/ 約６時間  　　・⾦剛の滝は水かさが増しているとのことで、⽴ち寄らず。
 　　・入山トンネルは一瞬、あの旧天城トンネルかと ----！？ (from ito)

2015.9.26(土）　奥多摩ＳＲ会との交流会（奥多摩主催）　Part2
 ◆参加者：１６名（OSR 8名、　TSR　8名）　　天気：曇り
◆コース：JR高尾駅北口〜（バス）関場〜（盆堀林道）〜トッキリ場〜
 　入山峠〜刈寄山（昼食）〜今熊神社〜今熊神社バス停〜武蔵五日市〜拝島（解散）
 　　　　（懇親会12名出席）・奥多摩さん　自然解説ありがとうございました。
 　　　懇親会２時間、盛り上がりましたね〜。お疲れさまでした。(from  ito)
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＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞

2015.9.29(火）　共同活動【指導標支柱交換】
◆コース：高尾駅南口〜四辻〜高尾山口駅（解散）　◆天気：晴
◆参加者：Ｒ　２名　ＳＲ７名
☆内容：かたらいの路大⼾コースにある指導標の、⽼朽化した支柱の交換（2ケ所）と四辻への下
りの歩道整備。 　　・道具、支柱は事前にﾚﾝｼﾞｬｰが近くまで運搬。撤去、穴掘り、矢羽根清掃など　
作業をうまく分担し気持ち良く終わりました。
 　　　詳しくはＨＰの会員専用「都Ｒからのお知らせ」---⾒てください！ (from  ito)

2015/10/6(火）共同活動　高尾山内 （階段等の登山道補修） 
◆参加者：9名（R 3名、SR 6名） 
◆コース：高尾山頂ＶＣ裏〜４号路〜高尾山頂(解散）
◆目的:１１月からの繁忙期に備え、利用者の多い４号路の登山道補修。
 　　　　安心・快適な高尾山を目指して、高い階段段差を軽減し、滑りやすい箇所を改善する。
◆内容：　・平日といえ利用者が多いなか、作業を中断しながらも約50mの登山道を補修。　 
 　　　　　　・土嚢の崩れ防止の丸太を、杭で止める新たな試みも追加。(from  ito)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹアルバム＞
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015/10/6(火）共同活動　高尾山内 （階段等の登山道補修） 　Part2 
 ◆参加者：9名（R 3名、SR 6名） 
◆コース：高尾山頂〜４号路〜高尾山頂(解散）
◆目的:１１月からの繁忙期に備え、利用者の多い４号路の登山道補修。
 　　　　安心・快適な高尾山を目指して、高い階段段差を軽減し、滑り易い箇所を改善する。
◆内容：　・洗掘で根がむきだしになった部分に、例の「近自然工法」で倒木材を使い土居木3本設置。　
  　　　　　　バッタも応援してくれました！お疲れさまでした。　　(from ito)

2015.10.10(日）自主巡回 奥高尾 【高尾山の自然と季節感にふれながらの巡回】 　 
◆参加者：７名（関Ｌ）、天候：曇り
◆コース:高尾駅〜小仏バス停〜景信山〜小仏城山（昼食）〜一丁平〜５号路〜１号路
〜清滝駅前    陣場に向かうレンジャーと別れ、景信山に、ミニレクチャーは「冬芽」。木と草の違
いは「冬芽があるかどうか」花芽と葉芽がある。その割合は、翌年を木が気象予報士となり判断。
柿は例外。花芽で実をつけるだけつけ、６月頃落とし「Ｊｕｎｅ　Ｄｒｏｐ］と言われる。不
思議な世界！              (from  kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2015/10/15(木）共同活動　高尾山内 （階段等の登山道補修） 
◆参加者：9名（R 3名、SR 5名） 
◆コース：高尾山頂ＶＣ裏〜４号路〜高尾山頂(解散）
◆目的:前回10/6に続き、１１月からの繁忙期に備え、利用者の多い４号路の登山道補修。　　　
◆内容：　・水切溝設置班、階段段差解消班に別れ作業。
 　　　　　　・Mさんの掛け声が良くとおり安全作業に集中。　・ｲﾇﾌﾞﾅを⾒上げながら、Ｓさん差入れのお
かずで昼食---結構でした！  (from ito)

2015/10/15(木）共同活動　高尾山内 （階段等の登山道補修） Part2
 ◆参加者：9名（R 3名、SR 5名） 
◆コース：高尾山頂ＶＣ裏〜４号路〜高尾山頂(解散）
◆内容：　・洗掘で根がむきだしになった部分に、例の「近自然工法」で補修し歩き易くする。 
 　　　　　　・4号路下山口が土砂が堆積し滑りやすいため、きれいに除去しスッキリ。
 　　　　　　・ビアマウントの最終日の影響か、4号路は前回以上に賑やかでした！(from  ito)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.10.24(土）自主巡回 北高尾 【八王子城を訪ねる】 　 
◆参加者：５名（高久Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:高尾駅北口〜高尾霊園前〜北条墓〜八王子城山〜富士⾒台〜地蔵ピーク〜駒木
野〜高尾駅
 内容:北条氏照の墓から御主殿の滝を経て、城山林道を進む。「123-020」の指導標の分岐点
で昼食。近くにマメガキが実をつけていた。 近くには、カキの実が散乱。「なぜ？」。しばらく⾏った⾒晴
らしの良いところでも同様。カキのかけらが・・・。枝には茶白色の毛がついていたので「サル」の仕業？ 
(from kawarada)

2015.10.30(⾦）スキルアップ講習 【普通救命講習】 　 
◆参加者：３１名（高尾ＳＲ２８名、奥多摩ＳＲ１名、甲把レンジャー、東京都・土方さん）
、 　天候：晴れ、会場：：ＴＡＫＡＯ５９９ミュージアム２階 　１０：００－１３：００、
都主催で、担当は八王子消防署４名
 　バイスタンダー（救助者）は、勇気をもって、一歩足を踏み出して、応援の声をかけて！、みんな
で協⼒して分担しながらやってください！高尾の救助要請の状況や事例対応など「高尾山での救命
事情」も知りました。 (from  kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.11.1(日）自主巡回 山内 【【６号路一方通⾏に伴う案内活動】 　 
◆参加者：１２名（鈴木Ｌ）、天候：晴れ
◆コース:第１班：清滝〜６号路〜琵琶滝みち〜３号路、第２班：６号路〜高尾山頂（
活動後解散） 内容:①６号路に沿って、巡回、登山道点検、水切り溝等整備、②エスケー
プのための３号路の状況確認。 午後から手分けして、各所で道案内、６号路頂部では、上り
下りの利用客数をカウント。≪13：00-13：30上り利用者は124名、14：00-14：30下り
利用者は131名≫　（from  kawarada)

2015.11.8(日）東京都サポートレンジャー養成講習　【自主巡回研修】天候：雨
◆参加者：25名{SR:11名,受講生:12名,都:2名}(安部L)ABC班に分け山頂まで時
間差⾏動
◆コース:清滝〜６号路〜琵琶滝道〜山頂付近(昼食)〜ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ座学〜ｹｰﾌﾞﾙｶｰ高
尾山駅前(解散)  ◆  内容:６号路に沿って巡回 、朝からの雨人出が少ない。座学では、
会スタッフ気合いの入ったパワポ！奥多摩と高尾の交通費考えと語られた方、高尾駅の近く
に自宅、半分高尾かな？・・・受講生皆高尾へ！ 　　（from  kato)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.11.15(日）自主巡回 裏高尾【目⽴つ植物を⾒つけよう、観察しよう！　Part２】 
◆参加者：6名.AM7名（加藤Ｌ） 
◆６号路一方通⾏案内（１４時からの登り43名、下り20名。【目⽴つ生き物】サワガニ、赤い実
（ヒヨドリジョウゴ、ミヤマフユイチゴ、ヤブコウジ（十両）、ミヤマガマズミ）、ヒキオコシの実。
リーダーの強運で「70％降雨確率に打ち勝ち、「晴れ間」模様。皆様、お疲れ様でした！
       (from kawarada)

2015/11/15(日）自主巡回 裏高尾【目⽴つ植物を⾒つけよう、観察しよう！】 
◆参加者：6名.AM7名（加藤Ｌ） 
◆コース：JR高尾駅北口〜日影沢バス停〜日影沢林道〜八王子管理道〜もみじ台北〜ビジター
センター〜6号下山口・1号下山口　〜6号下山口（解散）
 内容:・日影沢保護地内コドラートでの植生調査・日影沢沿いパウチプレート汚れ壊れなど確認連絡
新パウチ受け取り済み・６号路ﾅﾄﾞカウント案内・萩原作業道入り口粗大ｺﾞﾐ。心配したお天気曇りの
ち晴れ。お陰様でありがとうございました。　（from kato)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.11.22(日）共同巡回 山内【共同活動 高尾山内 （6号路の巡視、山頂道案内） 】 
◆参加者：１２名（レンジャー３名、ＳＲ会９名） 
◆コース：清滝駅〜6号路〜山頂〜山頂道案内〜山頂（解散）
 内容:1年で最も混雑が予想される日に、３班に分かれ、１号路-４号路、6号路、稲荷山コース
の巡視。6号路登り一方通⾏化に伴う下山ルート等の情報提供を山頂付近で実施。
   (from  kawarada)

2015.11.22(日）　共同活動「6号路巡視/山頂道案内」　part2
 ◆参加者：　R 3名、SR 9名       ◆天気：曇り
◆ｺｰｽ：3班に分け清滝駅〜山頂へ巡視　①6号路　②稲荷山ｺｰｽ　③1号路〜4号路
☆ＶＣ裏で昼食後、5カ所で道案内、人数カウント（13：00〜15：00）
 　・1年で最も混雑する日の予想は大当たり。男子ﾄｲﾚも⾏列。ﾄｲﾚ前には”信号機”が
　　欲しいほど。　日没後でも帰りの京王線は座れませんでした！お疲れさま〜！ (from ito)
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２０１５．１１．２８（土）快晴の中、高尾山に⾏きました。コースは清滝から６号
路経由で、琵琶滝道〜かすみ台〜３号路〜ふじ道〜５号路〜頂上〜もみじ台南まき
道〜一丁平〜小仏城山。真っ赤な紅葉、名残りのイチョウの⻩葉。淡い緑から⻩色、赤
へ変化する途中のイロハモミジ。まだまだ、晩秋を楽しめます。(from  kawarada)

２０１５．１１．２８（土）快晴の中、高尾山に⾏きました。
コースは清滝から６号路経由で、琵琶滝道〜かすみ台〜３号路〜ふじ道〜５号路〜頂
上〜もみじ台南まき道〜一丁平〜小仏城山。この時期、さまざまな色の自然の恵み（実
）が楽しめます。鮮やかな赤、⻩、⻘、紫、茶色。食欲をそそられ、ビナンカズラの実は、サク
ランボの和菓子（カノコ）の様。まだまだ、晩秋を楽しめます (from  kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞



2015.12.2(水）自主巡回 裏高尾【指導標・案内板等の点検、清掃 】 
◆参加者：４名 （野口Ｌ）
◆コース：高尾駅北口〜日影〜日影沢林道〜八王子管理道〜山頂
 内容:通常活動に加え、特別活動として、指導標・案内板等の点検、清掃などを
⾏った。あらかじめ、レンジャーから預かった新しいパウチの植生保護標識を劣化した
ものと交換。(from kawarada)

＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2015.12.2(水）自主巡回 裏高尾【指導標・案内板等の点検、清掃 】 パート２
◆参加者：４名 （野口Ｌ）
◆コース：高尾駅北口〜日影〜日影沢林道〜八王子管理道〜山頂
 内容:一丁平でツキノワグマの目撃情報。山頂のビジタセンターのエントランスには、人工芝風
の泥落としが並ぶ（冬のぬかるみで汚れた靴対策）。日影沢林道で⾒かける不思議なちゃぶ
台のような物体？答えがわかりました！（田中さんから情報提供） (from kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2015.12.6(日）共同巡回 山内【シモバシラ保護のためのロープ柵整備】 
◆参加者：６名（レンジャー３名、ＳＲ会３名）◆コース：高尾山頂〜一丁平〜高尾山頂（解散）
 内容:昨年設置したロープ柵の点検を⾏い、木杭を打ち直した。また、シモバシラの解説版を取替え。もみじ
台北まき道の水切り溝の谷側に突き出た下の土砂が雨水で流されており、大きくえぐられていた。ここに土嚢
袋を積み、補強補修し、上から小石や土砂で表面を流れやすいように勾配調整、仕上げた。午前中ですべ
て完了！お疲れ様でした！(from kawarada)
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2015.12.12(土）自主巡回 山内【高尾山の美しさを守ろう（山頂周辺の保全活動）】 
◆参加者：１０名（杉山Ｌ）
◆コース：山頂ＶＣ集合、山頂周辺で作業、昼食〜稲荷山コ－ス〜清滝駅前（解散）
 内容：①山頂の排水溝の清掃作業、②山頂から もみじ台下への石段の清掃（土砂の取り除き
）３班に分かれ作業。排水溝の端部の流れ具合が悪く、つまりやすい。その原因は、端部に設置さ
れた「蛇籠」の割石が目詰まりし障害に。太い鉄網を切断し、数十の石を取り外した。良い仕事でし
た。皆様、大変お疲れ様でした。（from kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2015.12.12(土）自主巡回 山内【高尾山の美しさを守ろう（山頂周辺の保全活動）】 
◆参加者：１０名（杉山Ｌ）
◆コース：山頂ＶＣ集合、山頂周辺で作業、昼食〜稲荷山コ－ス〜清滝駅前（解散）
 内容：①山頂の排水溝の清掃作業、②山頂から もみじ台下への石段の清掃（土砂の取り
除き）３班に分かれ作業。(from  kawarada)

2015年12月12日(土) 自主巡回 山内【高尾山の美しさを守ろう（山頂周辺の保全活動
）】パート２
◆参加者：10名(杉山Ｌ)
◆コース：山頂ＶＣ集合 山頂周辺で作業、昼食〜稲荷山コ－ス〜清滝駅前（解散）
パワフルメンバー大活躍！お疲れ様でした。
 薬王院道沿いに暖かくてもう咲いてた紅梅・・。☆若いあなたは昨日筋肉痛だって聞き、うっｲﾀ
ﾀ今頃＾＾。 (from  kato)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2015年12月12日(土) 自主巡回 山内【山頂周辺の保全活動】Part3
 ◆参加者：10名(杉山Ｌ)　◆天候：晴
◆コース：山頂ＶＣ集合 山頂周辺で作業、昼食〜稲荷山コ－ス〜清滝駅前（解散）
◆内容：山頂下水切溝清掃（2ケ所）、山頂〜もみじ台下までの石段清掃
 　・今年の9/12に同場所の清掃を実施したが---落葉、土砂で埋ってました！
 　・階段は220段全て終了。手製の竹ぼうきの御祓いでスッキリ、サッパリ！お疲れ様でした！　
      (from ito)

2015.12.20(日）巡視員研修会 高尾山内 【リーダーの心構えと緊急時の対応】 
◆参加者：１４名（川原田Ｌ、レンジャー３名）
◆コース：清滝駅〜1号路、6号路、稲荷山コース〜ＶＣ〜1号路〜清滝駅
 内容:朝寒い清滝を出発。３班（１号路、６号路、稲荷山コース）に分かれ、３名の巡視員候
補者が、各班のリーダー役を務め巡回。ビジター到着後、座学開始。昼食をはさみ、３時間のレン
ジャーの実践的な講義。迫真のロールプレイング。消防署経験のある救護措置に、皆「ヘェ〜・お⾒
事！」の声が。(from kawarada)
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2015.12.20(日）　「巡視員研修」　高尾山内　part2
 ◆参加者：Ｒ　3名　ＳＲ11名(内本年入会者3名）　◆天候：晴
◆コース：3班に分かれ①1号路　②6号路　③稲荷山ｺｰｽ
◎巡視員候補者がﾘｰﾀﾞｰになり巡回の実践。ＶＣ内でSRとＲによる　ﾘｰﾀﾞｰの心構えと
緊急時の対応の座学とＲＰ。 　・5号路で小さなｼﾓﾊﾞｼﾗ⾒ました！　
 〇余談ですが高尾山口駅舎ﾘﾆｭｰｱルの設計者が新国⽴競技場のA案の設計者
 　でしたね。(from  ito)

2015.12.23(水・祝）忘年山⾏ 裏高尾　　 
◆参加者：１１名（安部Ｌ）
◆コース：高尾駅北口〜日影ｷｬﾝﾌﾟ場〜小仏城山〜一丁平〜高尾山頂〜ＶＣ〜清滝〜高
尾駅南口
 内容:今年最後の自主巡回。小仏城山付近で「八峰トレイルラン」と遭遇、昼食後、指導標の⾒
方についてミニレクチャー。「環境省と東京都」の表示は国定公園の証だそうです。あちこちにサンタ
姿した利用客が往来。残念ながらダイアモンド富士とシモバシラには遭遇できず。下山後、忘年懇
親会には、岩崎さんも参加。大いに盛り上がりました。(from  kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

-29-

2015.12.26(土）共同活動 高尾山内 【シモバシラ氷の花の観察マナーＰＲ】 　 
◆参加者：６名（レンジャー３名含む）他、東京都１名、受講生１３名
◆コース：山頂〜小仏城山〜山頂（解散）
 内容:2回目のＳＲ養成講習開催（講師はレンジャー）。シモバシラは⾒ることができ
なかったが、受講生の声から日頃の巡回活動は十分伝わったと思います。小仏峠付近で
「近自然工法」の様子に受講生から熱心な質問が飛んでいました。また、一丁平の階段
の水切り溝では、土砂の排出清掃作業も体験してもらいました。(from kawarada)

2015.12.26(土）共同活動 高尾山内 【シモバシラ氷の花の観察マナーＰＲ】 part2　 
◆参加者：６名（レンジャー３名含む）他、東京都１名、受講生１３名
◆コース：山頂〜小仏城山〜山頂（解散）
 内容:2回目のＳＲ養成講習開催（講師はレンジャー）。
 　残念ながらｼﾓﾊﾞｼﾗは⾒られませんでしたが、日頃の共同/自主活動の様子を紹介しサポレン活
動の理解を深めていただきました。薬王院は新年の準備中。皆様良いお年をお迎えください！
(from  ito)
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2015年12月31日（大晦日）
 今年もお世話になりました。
 高尾サポートレンジャー会の活動の一年を振り返ってみました。今春には、レンジャーに異動が
ありました。別れも出会いもありました。また、高尾山周辺にも変化があり、山頂のビジターセン
ターが改修を終え開館。高尾山口駅も改修。TAKAO599ミュージアムもオープン。そして、秋
には駅中に「極楽湯」も開業。めまぐるしい一年でした。皆様、良き年をお迎えください。
(from kawarada)

2015年12月31日（大晦日）
 今年もお世話になりました。
 来年もよろしくお願いします。

 高尾サポートレンジャー会の活動の一年を振り返ってみました。今春には、レンジャーに異動があ
りました。別れも出会いもありました。また、高尾山周辺にも変化があり、山頂のビジターセンターが
改修を終え開館。高尾山口駅も改修。TAKAO599ミュージアムもオープン。そして、秋には駅中

に「極楽湯」も開業。めまぐるしい一年でした。 (from  kawarada)
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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。

「2015.10.9　「補修の仕方（実習）」　　場所：奥多摩　
　　講師：多摩環境事務所　自然公園課自然公園係
　

「平成27年度　サポートレンジャー養成講習」　始まる！
　　
◆講習期間：　10日間　　平成27年8月28日〜平成28年2月5日
　講義　5日、実習1日、野外実習4日）　受講生　：　14名
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