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2014.7.6(日）共同活動　小仏峠　階段迂回路作り 
◆参加者：12名（レンジャー3名+近藤レンジャー応援含む）
◆コース:高尾駅〜小仏BS〜小仏峠〜小仏BS(解散）
 内容:階段上に突き出た木が障害となり転倒事故の多い場所に迂回路を設けるなど階段の
改修。久々の良い天候で、利用客が多く、まき道を迂回路にして誘導の整理係や木の階段
を数段取り外し、新しい迂回路付け替えに再利用。使い勝手を考えながら丁寧な仕事に皆
満足！！泥まみれになりながらお疲れ様でした！(from  kawarada)

2014.7.12(土）自主巡回　奥高尾
◆参加者：８名(齋藤L)
 ◆コース:高尾駅北口BS〜小仏BS〜景信山〜明王峠〜相模湖駅
①大雨の後は、登山道を水の流れで、削れるのを防ぐために、今までの活動で「水切り溝」が設
けられています。今回は性能が発揮されていることを確認できましたが、その結果、溝に流されて
きた土砂が溜まり、威⼒がダウン！。高湿で暑い中、汗だくになり、交代しながら掻き出しました。
②標識・案内板の清掃、③支障木や落木等の処理。相模湖駅近くの反省会のビールの格別さ
！お疲れ様でした。 （from  kawarda)
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2014.7.17(木）共同活動　小仏城山
◆参加者：８名(甲把・三好レンジャー)
◆コース:集合：9:00清滝駅
コース：清滝〜ケーブル〜VC〜小仏城山〜VC
内容：小仏城山方面の横断溝の清掃と植生回復エリアのため、ロープ柵を設置しなおす作業
。食後、江藤さん差入れの冷したミカン。甘さが格別！
 「高尾注意報！」４号路に設置の監視カメラにシカが出現。日帰りか定住か？しばらく注目。
                    (from kawarada)

2014.7.21(月・祝）自主巡回　裏高尾　
◆参加者：１６名（体験入会３名含む）（中村L)
 ◆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）
☆最初のみ２班に分け①開花植物班８名、②コドラート班５名　・ヤマユリの開花状
況（昨年よりも多く、大きいとの声も、豪華な夏の山花に体験入会の参加者も強い印
象を受けたそうです）暑い中、汗だくの開花調査でした。お疲れ様でした。                
                                               (from  kawarada)

文章を入⼒してください。
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2014.7.26(土）自主巡回 山内 Part2  (人文歴史チーム「テーマ：薬王院と天狗」 　
◆参加者：１２名（体験入会３名含む）（大谷L)
 ◆コース:清滝駅前（集合）〜6号路〜琵琶滝〜山頂〜1号路〜薬王院
 〜⾦比羅台〜つぐじ道〜高尾駅前
◎　6号路は涼しさ求めて人、人、---人。
 　　猛暑のなか、水分補給は欠かさず（1.5ﾘｯﾀｰ）。昼時の梅干しの差入れは最高！
 　　⾦毘羅台をすぎると、「蜩（ヒグラシ）　かなかな　つくじ道」でした。(from itoh)

2014.8.3(日）共同巡回　南高尾 【南高尾巡視と草刈り】Part (1) 
 ◆参加者：１１名(田邊レンジャー、体験入会３名を含む)
◆コース:清滝駅前 〜ケーブル〜高尾山頂〜小仏城山〜大垂水峠〜
中沢峠〜高尾山口駅
※巡視（絶滅危惧種盗掘防止パトロール）と大垂水付近の草刈り、指
導標識の設置、懸り木の処理も⾏いました。蒸した猛暑の中、ロングトレイ
ル大変お疲れ様でした。（from kawarada)
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2014.8.3(日）共同巡回　南高尾 【南高尾巡視と草刈り】 Part２
◆参加者：１１名(田邊レンジャー、体験入会３名を含む)
◆コース:清滝駅前 〜ケーブル〜高尾山頂〜小仏城山〜大垂水峠〜中沢峠〜高尾山
口駅
※巡視（絶滅危惧種盗掘防止パトロール）中、ベニヤマシャクヤクの結実が２株あり、標
識タグが外れていたので直しました。原因はわかりませんが、「まもる仲間を増やそう！」は地
道にやっていく必要があると感じました。蒸した猛暑の中、ロングトレイル大変お疲れ様でした。
            (from  kawarada)

2014年8月6(水）　自主巡回　　山内　
◆参加者：　都Ｒ　１名、　SR会　８名（石川Ｌ）、　体験入会　２名
◆コース：　清滝駅〜稲荷山登山口（約100ｍ作業）〜６号路（作業）〜ＶＣ（解散） 
 　8/4に都Rから緊急要請を受け、「稲荷山登山口水切溝設置作業」に対応。
 　特別参加の都Ｒ⽴会いの下,体験２名の強⼒な支援もあり約１時間で3ヶ所設置完了。
 　ゴミとホウノキの葉の⾒間違いもあったが、沢沿いのゴミは３袋回収。
 　お暑い中、皆さんお疲れさまでした。 雨が待ち遠しい！  (from  itoh)
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2014.8.17（日） 自主巡回 裏高尾
◆ｺｰｽ：高尾駅〜日影バス停〜日影沢〜八王子管理道〜もみじ台南/ヤマユリ調査〜
高尾VC前（解散）　◆参加者：7名（加藤Ｌ）+　体験4名
☆日影沢でコドラート調査班と開花植物調査班に分かれる。　体験の方々、花のガイドブックを⾒ながら、
似た花の違いを熱心に観察。　 　親子で参加のKさん、好奇心旺盛な高1の娘さんの以外な一面を⾒た
ようでした。ヤマユリの花は終り、蒸し暑い中、参加された皆さんお疲れさまでした。　（from  itoh)

2014.8.23(土）自主巡回　南高尾 【峠道を辿る】 
◆参加者：１２名（体験入会２名を含む)(久保埜Ｌ）
◆コース:高尾山口駅〜梅ノ木平〜山下〜中沢峠〜コンピラ山（昼食）〜大洞山〜大垂
水峠〜ＶＣ前（解散）
 心配された天候も途中コンピラ峠で小雨と雷があったほかは持ち直し、もみじ台南マキ道頃に
は、日差しが強いほどでした。中沢峠、大垂水峠、武蔵越えなどについて歴史解説がありました
。解散後、ＶＣで会報とスケジュール表を印刷、送付しました。（from kawarada)
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2014.8.23(土）自主巡回　南高尾 【峠道を辿る】 Part2
 ◆参加者：12名体験入会2名を含む)(久保埜Ｌ）
◆コース:高尾山口駅〜梅ノ木平〜山下〜中沢峠〜コンピラ山（昼食）〜
大洞山〜大垂水峠〜ＶＣ前（解散）　
 大垂水（ｵｵﾀﾞﾙﾐ）方面、湖の道が東京関東ふれあいの道の起点、ｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘがあちらこち
ら満開、また多くの植物が豊富。さて”武蔵越え〜♪”知る人ぞ知る場所を小太刀さんより声
がかかり　皆＠＠へぇ〜〜とうなずく、さらに少し⾏き”武蔵越え新道”。ありがとうございました。
          (from   katoh)

2014.8.31(土）自主巡回 高尾山内　【第2回自主研修触って嗅いで樹を知ろう】 
◆参加者：２２名（体験入会２名を含む)(関Ｌ）
◆コース:清滝駅前〜稲荷山コース〜山頂〜6号路〜高尾山口駅前(解散）
 関さん講話：高尾山の利用者に自然の素晴らしさを伝えるための基礎的な知識を身につける。
 自然への興味関心を深め、「もっと知りたい」という気持ちを「巡回に参加したい」気持ちに繋げる
。　　(from  kawarada )
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〇

2014.8.31(土）自主巡回 高尾山内　【第2回自主研修触って嗅いで樹を知ろう】 Part2
 ◆参加者：２２名（体験入会２名を含む)(関Ｌ）
◆コース:清滝駅前〜稲荷山コース〜山頂〜6号路〜高尾山口駅前(解散）
 今回は、五感を使い楽しく学んだ。気になるのが・・・ ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷ：ﾀﾝﾆﾝがｶﾌﾟｾﾙの様になっており
ペンの後ろで書いたのに葉には、文字が浮かんできた♪ｼﾛﾀﾞﾓの裏は蝋だった、賢い木々、さて〜あな
たはどこまで近づけましたか＾＾？（from katoh)

2014.9.3(水）自主巡回 高尾山内【登山道や案内板等の点検と利用マナー普及 】 
◆参加者：６名（原田Ｌ）
◆コース:清滝駅〜6号路〜琵琶滝〜2号路（南面）〜3号路〜5号路〜山頂（昼食）〜4号
路　〜1号路（⾦毘羅台）〜清滝(解散)
①原田リーダーの綿密な準備と心遣いに感謝します（活動の前後に丁寧なストレッチ、美化用雑巾
を全員に配布、適度な休憩と心地よいジョーク）、②ルート上の全ての指導標識・案内板を美化・
点検、
③植生保護ロープや杭の保全、③支障木の処理。皆様、お疲れ様でした。(from kawarada)
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2014.9.3(水）自主巡回 高尾山内【登山道や案内板等の点検と利用マナー普及 】 
◆参加者：６名（原田Ｌ）
◆コース:清滝駅〜6号路〜琵琶滝〜2号路（南面）〜3号路〜5号路〜高尾山頂（
昼食）〜4号路　〜1号路（⾦毘羅台）〜清滝(解散)
３号路で幹の洞にオオスズメバチの巣があり、刺されたとの通報があり対応中のレンジャーと
出会い、富士道側の封鎖を手伝いました。（島田さん保有のロープ）
 皆様、お疲れ様でした。 (from  kawarada)

2014.9.10(水）共同活動 高尾山内 【3号路登山道整備】 
◆参加者：１０名（会員７名、体験入会１名、三好・田邊レンジャー）
◆コース:清滝駅〜ケーブルカー利用〜高尾山頂〜3号路階段〜高尾山頂(解散）
 紅葉の繁忙期に備え、４号路からの利用分散先として重要なルートである３号路登山
道沿いにある高い階段段差を土嚢袋にて軽減させる作業と横断溝設置を⾏いました。
⾒事な連係プレーグッド！　かしき台で昼食後、ヤママユガやタカオヒゴタイなど観察。 
(from  kawarada)
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2014.9.13(土）　自主巡回　南高尾
◆参加者：　6名（江藤Ｌ）
◆コース：　高尾駅南口〜四辻〜拓大分岐〜草⼾山〜三沢峠〜（関東ふれあいの道）〜
 　　　　梅ノ木平〜高尾山口駅（解散）    ◆⾏程/所要時間　：　約12Km ／6.2Ｈ
 　・四辻の手前で木陰から⾒えた「リフト」に歓声があがる。
　・標識150-150にまた「→高尾駅」の落書きが--。 　
 ・草⼾山での昼食後、「巡視必携」による巡視研修。
 　・解散後全員駅前で　”お疲れさん会”---疲れがとれました！ (from  itoh)

2014.9.21(日）自主巡回及び第３回自主研修　「野生動物のフィールドサイン」
◆参加者：１7名（会員13名、体験入会4名）（川原田Ｌ）
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜コドラートと初秋を感じる開花調査〜八王子管理
道〜一丁平〜高尾ＶＣ ＊第3回 自主研修 野生動物のフィールドサイン調査方法
　講師:三好レンジャー＊☆野生動物のフィールドサイン調査方法を三好レンジャーより
学び次回冬場にできるか？☆92歳⼥性登山者”ｼｭｳﾌﾞﾝｿｳ初に⾒た”と喜んでいたね
ぇ♪　（from  katoh)
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2014.9.21(日）自主巡回 裏高尾【初秋を感じる開花調査及び第３回自主研修　
◆参加者：１７名（体験入会４名を含む)（川原田Ｌ）
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜日影沢キャンプ場〜八王子管理道〜一丁平〜もみじ台まき
道〜高尾ＶＣ   ①定例のコドラート調査に加え、日影林道に沿って初秋の開花調査。当初、雨
の予報が一転、晴れました！
②野生動物のフィールドサイン（痕跡）調査方法　講師は三好レンジャー１３時〜１４時 、野
生動物の多様性は、生態系の豊かさの指標です。⾒る目が違ってきます。(from kawarada)

2014年9月27日（土）　奥多摩ＳＲとの交流会
◆参加者；　奥多摩SR会　9名　高尾ＳＲ会　14名　+　高尾Ｒ　1名
◆コース；　1班：　稲荷山コース〜5号路〜一丁平
 　　　2班：　6号路〜高尾山頂〜一丁平（1班合流)〜小仏城山〜日影沢キャンプ場（解散）
 　・ススキの穂が揺れる一丁平で昼食後高尾Ｒから現況説明あり。
 　・解散後の懇親会（19名）で盛上り、御嶽山噴火ﾆｭｰｽで自己紹介が途中で消滅--。
 　　お疲れさまでした、次回は奥多摩でお会いしましょう！  (from itoh)
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2014.9.28(日）　研修会（　奥多摩SR会主催）
◆場所；多摩環事務所  ◆参加者：OSR 35名　都Ｒ　８名　TSR 4名
◆講習内容    　1.　安全作業について（OSR）　　　・作業活動では「ブリーフィング」を実施
 　2.　地形と地質が決める植生分布（小泉　前東京学芸大教授）
 　　　　・花の名を覚えるだけでなく、そこから先の「なぜ？」を考えよう。
 　　　　　　視点を変えるとそこから楽しさが目覚める。　　研修会　感謝です！　(ｆrom itoh)
　　　

2014.10.1(水）自主巡回 北高尾【施設維持補修活動（登山道点検・応急補修）】 
◆参加者：４名（菅野Ｌ）
◆コース:高尾駅ー霊園前ー城山城跡ー富士⾒台（昼食）―駒木野ー高尾駅
①あいにくの曇り空　天候を気にしながらのスタートとなった　山にはガスが垂れ込み小雨模様だが林
間コースのおかげで雨の影響はあまりない
②大きい枯れ枝が折れて登山道にかかり危険と判断、ロープを使い処分
③小道具を各自持参頂き　おかげ様で　作業も手際よく安全にすすめられました。
 皆様、お疲れ様でした。 (from  kawarada)
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ニュース（速報）

2014.9.30(火）　共同活動　高尾山内　【３号路登山道整備（続き）】
◆ｺｰｽ：清滝〜ｹｰﾌﾞﾙｶｰ利用〜ＶＣ〜３号路階段〜ＶＣ（解散）
 　※繁忙期に備え、高い階段段差を土嚢袋にて軽減させる作業
◆参加者：Ｒ　２名　ＳＲ　５名
 　・10:00 Rより作業に安全を期するためﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞを実施。
 　・もみじ台下より古木の支柱を外し３号路へ運ぶ。（水切り用）
 　・水切り溝×４ヶ所、　土嚢×40袋設置
 　　安全作業のためのＭさんの声掛け---助かりました！ (from itoh)
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2014.10.8(水）共同活動　４号路登山道整備
◆参加者：Ｒ　３名　ＳＲ７名
◆コース：清滝〜ｹｰﾌﾞﾙ〜ＶＣ〜４号路階段作業〜ＶＣ（解散）
 　（イ）いの一番道具揃えてスタンバイ 　（ロ）論より作業 　（ハ）腹八分、土
嚢は六分 　　　--土嚢70袋、水切り溝３ヶ所---１５日の予定分まで完了！ 　　
　　お疲れ様でした。　(from itoh)

2014.10.12(日）「山の中での救急法」講習会
◆場所：多摩環境事務所2Ｆ　◆講師：日赤救急法指導員　2名
◆参加者：多摩環　1、　奥多摩ＳＲ　19、高尾ＳＲ　17　計37名
 　・自分自身の安全確保　・自分が出来ることは？
　・観察で大事なのは　”目配り、気配り、心配り”　・講師の実体験に基づくステッキでの搬送法
には--納得ﾃﾞｽ!  (from itoh)
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【平成26年度自然歩道関係功労者表彰（環境省）】　受章
 　　　（今年度は全国で9団体、13個人）
2014.10.15(水）　標記の表彰式が多摩環事務所で⾏われ、
 多摩環）自然環境課⻑より、表彰状と記念品が高尾SR会と奥多摩SR会に授与されました。

２０１４年１０月（第４５号） 
高尾SR会　会⻑　大谷　牧子
今回は最近の会のニュースを2つお知らせいたします。
その1、サポレン会が環境省から表彰を受けました。
1）環境省では平成4年から毎年10月を「全国自然歩道を歩こう月間」として、歩くことを通じ
て自然と触れ合い、自然への理解を深める各種⾏事を⾏っています。その一環で自然歩道の
維持・管理、適正利用の推進、普及啓発活動に功績のあった人や団体に「自然歩道関係者
表彰」（自然環境局⻑表彰）が⾏われています。
2）今回、環境省の推薦依頼に対し多摩環境事務所が、高尾と奥多摩サポレン会を推薦し
てくれました。　　　　（平成26年の被表彰者は全国で個人13、団体9の計22、一覧が環境
省のHPに載っています。）
3）「自然歩道関係者表彰」対象の＜活動地域＞は
①首都圏自然歩道（関東ふれあいの道　の〝湖のみち”〝鳥のみち”“富士⾒のみち”）
②東海道自然歩道（清滝駅〜薬王院〜山頂〜小仏城山）③明治の森高尾国定公園で
す。
4）＜功績概要＞は「永年、自然歩道におけるパトロールを⾏うほか、利用者へのマナーや登
山指導を⾏うなど、自然歩道の維持・管理、適正利用の推進及び普及啓発活動に尽⼒」とい
うものです。
5）表彰は10月15日多摩環境事務所で⾏われ、当会から大谷、伊藤、鈴木が　高尾、奥
多摩のレンジャーが⽴ち会う中代表して表彰状と記念品を受け取りました。
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＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞

2014.10.18(土) 中村Ｌ（1） 
 自主巡回 裏高尾 「 間違えながら覚えよう。秋の植物をチェック 」　　◆参加者：7名 
◆コース:日影沢バス停〜日影沢林道（コドラート）→キャンプ場→いろはの森→４号路→１号路
→⾦毘羅旧道→高尾山口（解散）・定例のコドラート調査に加え、日影林道に沿って秋の開花&
結実植物等の調査・自然界の不思議をマクロ世界⾒つめ小さすぎｼｬｯﾀーﾁｬﾝｽは自動頼り。         
                                                                           　　（from   katoh)

2014.10.18(土) 中村Ｌ（2） 
 自主巡回 裏高尾 「 間違えながら覚えよう。秋の植物をチェック 」　◆参加者：7名 
◆コース:日影沢バス停〜日影沢林道（コドラート）→キャンプ場→いろはの森→４号路→１号
路→⾦毘羅旧道→高尾山口（解散）・いろはの森、沢の水量が多かった。植物案内板が定位置
から移動が数ヶ所。。って 「間違えて覚えた？台風後秋の植物案内板チェック」・さて〜結実した植
物　キミの名は　・・？と考えさせられる姿が多し。 (from  katoh)
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2014.10.25(土）自主巡回 裏高尾〜山内【高尾の滝と修業】  ◆参加者：３名（佐藤Ｌ）
◆コース:高尾駅北口〜小仏川沿い〜蛇滝コース〜かすみ台園地〜琵琶滝道〜清滝駅前（解
散）  ☆ 穏やかな気候の中、事前にリーダーがレンジャーに確認した留意事項・箇所にも気を配り
ながら、小仏川沿いをゆっくりと点検や植生の確認をしながら進みました。霞台園地付近をはじめ、
⻩葉から紅葉と秋の色に移りつつあります。昼食はリーダーお手製のご馳走に舌鼓（食欲の秋）。
皆様、お疲れ様でした。　（from  kawarada)

穏やかな気候の中、事前にリーダーがレンジャーに確認した留意事項・箇所にも気を配りなが
ら、小仏川沿いをゆっくりと点検や植生の確認をしながら進みました。霞台園地付近をはじめ
、⻩葉から紅葉と秋の色に移りつつあります。昼食はリーダーお手製のご馳走に舌鼓（食欲の
秋）。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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2014.11.2(日）自主巡回 山内【５号路との合流点で一方通⾏の案内】
◆参加者：６名（土屋Ｌ）
◆コース:清滝口〜６号路ー５号路との合流地点ービジターセンターー１号路ー清滝口
 内容:５号路との合流点で６号路の一方通⾏の案内と動態調査、一部色づき始めたモミ
ジやシラキなど。今日から「大事な植物の盗掘防止パトロール」腕章が配布され、ビジタセン
ター付近で、レンジャーから、ミニ講習会が⾏われました。利用客からの腕章を⾒た質問もあ
りますが、反応は良いようです。  (from   kawarada)

2014.11.3(日）自主巡回 山内【自主巡回 高尾山内 自主巡回 高尾山内 【６号路一方通
⾏案内 「利用者への情宣」 ◆参加者：９名（関Ｌ）
◆コース：清滝駅前〜6号路〜山頂〜１号路〜清滝駅前
 内容:「高尾山の紅葉」は１１種類ある。イロハモミジ（高雄モミジ）、エンコウカエデ、イタヤカエデ
、オニイタヤ、オオモミジ、ウリカエデ、カジカエデ、チドリノキ、メグスリノキ、ミツデカエデ、コウチワカエデ。
カエデ（紅葉）は葉が対生なのが特徴。 (from kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2014.11.16(日）自主巡回 裏高尾 【キク科植物の同定法及び植物調査】 
◆参加者：７名（坂内Ｌ）◆コース：高尾駅〜（バス）〜日影沢〜水道道〜富士⾒台（
昼食）〜各所〜高尾山頂(解散）
 内容: 内容:キク科植物の同定法及び植物調査（日影沢）に加えて、6号路一方通⾏の案内
。深まる秋に、⻩葉も紅葉も鮮やかに。それに魅かれて、利用客も比例して増え。最近は外国人が
増えてます。6号路下り開放になる14時前には、多国語が飛び交い。案内が終わるころには、底冷
えが・・・。お疲れ様でした！(from  kawarada)

2014.11.22(土）自主巡回 高尾山内 【高尾の良さを伝える活動】 ◆参加者：７名（藤川Ｌ）
◆コース：清滝駅前〜6号路〜高尾山頂〜山頂、5号路で案内活動〜4号路〜1号路〜清滝駅
 ＡＭ、清滝駅前で「高尾の良さを伝える活動」、ＰＭ、高尾山頂及び5号路で「安全・安心な案内」
 快晴の映える紅葉・⻩葉。恒例のどこも人・人・ヒト。６号路で案内中に迷子も・・・。一緒にビジターセン
ターに連れて⾏くと、sセンター前で、親と会え、無事引渡し。よかったね！(from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.11.23(日）共同巡回 高尾山内   ◆参加者：１５名（レンジャー２名含む）
◆コース：清滝〜班毎に分かれて〜山頂〜班毎に分かれて〜清滝（解散）
 内容:1年で最も利用者の多い日です。 良い天気が続く３連休の真ん中。駅中も駅前も
、頂上もどこもトイレは⻑蛇の列。利用客の多さのバロメーター。あまり我慢すると？？
 案内の後、３号路と４号路に分かれて、下り。琵琶滝道（ガラガラ道）から病院脇に。
                                                 (from  kawarada )

2014.11.23(日）共同巡回 part2                 ◆参加者：　R 2名、　SR 13名
◆コース：　・２班に分かれ清滝〜山頂〜清滝。　13時〜14時半　５か所で　案内活動。
☆　紅葉狩りの人、人、---ケーブル２時間待ち、トイレも⾏列、ゴミもレジ袋で３袋。　
 　それにしても紅葉は童謡「もみじ」のよう。♪秋の夕日に照る山もみじ　濃いも薄いも数ある中に
松をいろどる楓（かえで）や蔦（つた）は　山のふもとの裾模樣（すそもよう）---(from  itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.12.3(水）自主巡回 南高尾 【第４回自主研修『巡視中における簡単なロープ』】
◆参加者：７名（岩崎Ｌ）◆コース：高尾山口駅〜梅ノ木平〜三沢峠（自主研修）
〜草⼾山〜四辻〜高尾駅南口
 内容:鼻水が出るのも気が付かないくらいに熱心に、ロープの端末処理しました。支障木や登
山道もチェックしながら、途中で、ロープを使った材の運び方を実践、陽だまりのある草⼾山で
は、モヤイ結び、引き解け結び、柵をロープでつなぐ方法等学びました。 (from kawarada )

2014.12.14(日）　「緑ﾎﾞﾗ育成講座・ｻﾎﾟﾚﾝｺｰｽ実地研修」
◆参加者　：　都環境局　2　、受講生　15、都Ｒ　2、　SR 5
 ◆コース 　：　ｹｰﾌﾞﾙ高尾山駅〜4号路〜山頂下〜5号路〜一丁平（昼食、講義）〜山頂
〜 　稲荷山ｺｰｽ〜清滝駅（解散）
☆ﾚﾝｼﾞｬーの主業務を各ポイントで紹介、ｻﾎﾟﾚﾝ会より自主活動内容、体験入会日程紹介。
 　一丁平では雪がぱらつく中の講義でしたが、氷の華--ｼﾓﾊﾞｼﾗが皆の人気者！！
                                                                                      （from  itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

12月23日忘年登山に参加の皆様へ
　当日のお昼ご飯は、みんなで味噌煮込みうどんを作って食べますので
、各人お湯５００ｍｌ、お椀、お箸をお持ちください。
 　なお、解散後ダイヤモンド富士、ムササビ、夜景を観賞される場合は
懐中電灯をおもちください。　　　　　　　　　　　　坂内　正明

2014.12.13(土）自主巡回 南高尾 【案内川の水源に沿って、登山道や案内板の点検】
◆参加者：５名（野口Ｌ）
◆コース：コース:高尾山口駅バス停〜大垂水峠〜城山〜小仏峠〜小仏バス停(解散）
 内容:高尾山には、南高尾の尾根側に、「案内川（あんないかわ）」と北高尾に「小仏川」〜
「浅川」の二つの川があります。今回は、案内川の水源らしきところを探索。途中、登山道から
転落しかけた利用客を救助。 城山付近で昼食。リーダーから『マテバシイ』から作った餡団子の
差し入れ。ご馳走様でした！ (from  kawarada )
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.12.23(火）忘年登山 【シモバシラ・ダイヤモンド富士観察など】 
◆参加者：13名　委員会主催（坂内L）
◆コース:高尾駅北口〜小仏バス停〜景信山〜小仏峠（昼食)後解散〜小仏城山〜一
丁平〜高尾山頂手前完全解散.  ☆六角ナットとボルトサイズが気になります。ダイヤモンド
富士よりダイヤモンド夜景と語った方＾＾♪また、来年へ楽しみを繋ぐ(from   katoh)

2014.12.23(火・祝）忘年登山 奥高尾 ◆参加者：１４名（坂内Ｌ、杉山ＳＬ）
◆コース：高尾駅北口〜小仏バス停〜景信山〜小仏峠(昼食)〜小仏城山〜一丁平
〜高尾山頂（解散）　☆ 「味噌煮込みうどん」＋食後のホットコーヒーも。、会員からの
差し入れ（お手製の惣菜、山形のリンゴ、お菓子などなど）
シモバシラ（の氷花鑑賞、昼の真白き霊峰富士、ダイアモンド富士そして八王子や東京の
夜景、ヘッドライトが交錯する１号路の夜間⾏軍。皆様、一年間の活動お疲れ様でした
！（from kawarada )
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.12.27(土）共同巡視　【シモバシラ氷の花】 
◆参加者：１３名（ＳＲ会９名、レンジャー３名、体験入会１名）奥多摩レンジャー・
滝澤さんも特別参加。山男パワー発揮。
◆コース：仮設ビジターセンター前〜小仏城山〜山頂　≪この日のシモバシラは数も飛びぬけ
て多く、形も多彩多様。参加者や利用客も大感激！≫
内容:氷の花を⾒に来た利用者に、シモバシラや植生を傷めない観察について解説を⾏い、
午後から山頂の水抜き穴の清掃、年末年始迂回路のササ刈り、コモ敷用竹杭製作。        
        (from  kawarada)

２０１４年の高尾ＳＲ会の活動を振返りました。
 毎回、「ウエブリーグ」の「ＭＹアルバム」に共同活動や自主活動などを写
真で紹介しています。自主的な投稿ですが、沢山の会員の参加をお待ち
しています。　（from  kawarada)



◆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。

◆２０１４年の高尾ＳＲ会の活動を振返りました。
 独断と偏⾒で高尾サポートレンジャー会の２０１４年度十大ニュースを考え
ました。
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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