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2014.1.1 
 ◆２０１３年の高尾ＳＲの活動を振り返りました。
 毎回、「ウエブリーグ」の「ＭＹアルバム」に共同活動、自主活動など
 を写真で紹介しています。加藤さんや伊藤さん達が始めた自主的な
投稿ですが、沢山の会員の参加をお待ちしています。(from  kawarada)

2014.1.1 
平成２６年　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。
 高尾山に縁のあるものばかりで、今年も良き一年である
 ことを願っています。 (from  kawarda)
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2014.1.8(水）自主巡回　（高尾山内）
◆参加者：９名（杉山Ｌ、体験入会参加者３名を含む）
◆コース 清滝駅前〜1号路〜薬王院（参拝）〜6号路〜もみじ台北まき道〜山頂（昼食）〜
１号路 （解散）　　　 薬王院に参拝し、安全無事を祈願しました。予報では、午前５０％、午
後から７０％以上の確率の雨でしたので、心配されましたが、雨に降られることなく巡視できました。
シモバシラを⾒に来た登山客が多く、植生保護の解説しました。（シモバシラは残念ながら⾒当たら
ず）皆様お疲れ様でした！！　（from  kawaraad)

2014.1.11(土）共同活動　菰敷き　（もみじ台〜一丁平）
◆参加者：ﾚﾝｼﾞｬｰ　２名、SR 10名+体験者１名　ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗ　14名.。◆天気：晴、気温11℃
 ◎ぬかるみ対策と登山道の踏み出し防止を目的に恒例のｺﾓｼｷ作業。
　菰が足りない所は”枯れすすき”を現地調達 .
 　登山者から「助かりま〜す。ご苦労さまです！」の声に励まされる。
 　　”氷の華”が歓迎してくれました。　（from   itoh)
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2014.1.19(日）自主巡回　（高尾山内）
◆参加者：１０名（小林Ｌ、体験入会参加者１名を含む）
◆コース 高尾山口駅〜裏高尾梅郷〜蛇滝〜２号路から１号路〜ふじ道〜高尾山頂〜
６号路〜清滝駅（解散）
 最近、珍しい裏高尾梅郷から蛇滝に、もみじ台北まき道に・・・名残のシモバシラか？ もみじ
台で視界明瞭な富士山を⾒ながら昼食。６号路のところどころで氷結、おっと危ない。注意
注意！下を⾒れば薄茶色の丸いものが散在。何だろうと上を⾒ても正体分からず？？？ 
　　　　　（from   kawarada)

 
2014.1.19(日）自主巡回　（高尾山内）part2
 ◆参加者：１０名（小林Ｌ、体験入会参加者１名を含む）
 裏高尾梅郷から蛇滝に、もみじ台菰敷きメイン階段登り　富士山眺めながらお昼
6号路下山、油断大敵　ん・・センター試験日だった＾＾代わりに滑ったって・・云ったのダレ！！
　ひゃりはっとーー。
ビジターセンター改装工事で閉館中http://www2.ocn.ne.jp/~takao-vc/03vc/0301
vcinfo.html                 (from  katoh)
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2014.1.25(土）自主巡回　（奥高尾）
◆参加者：８名（久保埜Ｌ、体験入会参加者１名を含む）
◆コース 高尾駅〜陣馬高原下バス停〜陣馬山（昼食）〜奈良子峠〜明王峠〜景信山まき道〜
小仏〜高尾駅北口駅（解散）
 　大寒後、久しぶりに暖かい一日。ぬかるみの登山道に滑ったり、足を取られたり、道にカヤが撒かれた
部分は効果があります！落ちたドングリの実からしっかりと地中に根が伸びてました。皆様、お疲れ様でし

2014.1.26(日）共同活動（シモバシラロープ柵の撤去）
◆参加者：７名（レンジャー２名を含む）
◆コース 清滝駅〜高尾山頂駅〜新ビジタセンター〜もみじ台北まき道〜ビジターセンター（昼
食）〜竹杭つくり〜もみじ台〜解散
 　２班に分かれ、４か所のロープ柵、啓発用看板を回収しました。徐々にコツもつかみ作業の
調子も上がり、予定よりもかなり早く終了  (from  kawarada)
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2014.2.3（月）共同作業　Part1 
 ◆参加者：都Ｒ　3名、ＳＲ　9名
◆コース：高尾駅北口＝小仏ﾊﾞｽ停〜景信登山口〜景信山周辺
◆作業内容：登山道の横断溝の整備　　 　・登り前に準備運動で体を解す
　・景信山トイレ近くから作業開始　 　　　　--♪-気配り、目配り、声かけ作業
 　・2班に分かれ計18ケ所に横断溝設置　 　・昼時、空ではクマタカがソアリング！　
三好Ｒさん次回写真を⾒せて下さい（こちらは撮り損ないました）　　　（from  itoh)

2014.2.3（月）共同作業　Part2
 ◆参加者：都Ｒ　3名、ＳＲ　9名
◆コース：高尾駅北口＝小仏ﾊﾞｽ停〜景信登山口〜景信山周辺
◆作業内容：脇道進入防止柵の整備   　・⽼朽化した柵を撤去し、周辺の枯れ枝、倒木材を集め
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞを設置。「本線を歩いて下さい」
 ・快晴、気温18度、汗をかきながらの共同作業。　節分の日のバースデイの方、おめでとうございます。
 　　　クマタカも祝福してくれました！ (from  itoh)
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2月10日、高尾駅から⾦毘羅参道を経て、１号路、リフト頂上駅、霞台、薬王院、富士道
より高尾山頂、仮設のビジターセンターへ向かった。１号路はほぼ除雪がされ、軽アイゼンは不
要です。そのほかは３、４、５号路、富士道そして、稲荷山コースは軽アイゼンの装着が必要
です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（from  kawarada)

2014.2.11(火）共同活動（東高尾雪害巡視と高尾山頂付近雪かき）
◆参加者：１１名（レンジャー２名、管理センター１名を含む）
◆コース 高尾駅北口集合・ミーティング後、２班に分かれ、１号路の奥ノ院〜山頂付近の雪か
きと初沢〜四辻〜草⼾山〜三沢峠〜（関ふれ）〜梅ノ木間の雪害巡視。一人が通ることがで
きる幅の雪道をアイゼン付けて縦列⾏進、障害木・枝の処理をしました。寒い中、皆様お疲れ様
でした！                (from 　 kawarada)
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〇

2014.2.18(火）　単独　山内
◆コース：１号路〜薬王院〜ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ道〜山頂〜ふじみち〜１号路
 　☆　薬王院の健康手帳の押印が目的で歩いてきました。
 　・１号路は奥之院まではアイゼン不要。他はアイゼン要。・稲荷山コース下りは４本ツメアイゼンは機
能せず。 　・ふじみちも踏み跡を外れると危険。
 　・ウッドデッキ道--レンジャー総動員で雪かき中でした。　「助かります。ありがとうございます。」   　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(from itoh）

2014.2.22(土）自主巡回　山内　(歴史チーム特別活動)
◆参加者：７名（大谷Ｌ）、お試し体験入会１名を含む。
◆コース:高尾山口駅〜一号路〜⾦比羅社〜薬王院〜山頂(昼食)〜ビジターセンター〜
稲荷山〜清滝駅  ◆ 内容：リーダー作成資料「２月の暦から関連物をさがす」に沿って巡
回。「節分」では「季節の変わり目には邪気（⻤）が生じる」。高尾の「⻤」探し。神変堂や
四天王門を⾒学。探した「⻤」のそばに何故か「⻤殺し」のワンカップが置かれてあり？？。皆
様、まだ雪深い登山道お疲れ様でした！！　　　　　（from   kawarada)



-8-

2014.3.5(水）　自主巡回　高尾山内
◆参加者：１１名（杉浦L) 内２名体験参加 ◆コース：雨のためｺｰｽ一部変更・短縮　/ ・
高尾山口駅〜病院横〜１号路〜ふじ道〜山頂　〜ふじ道〜１号路〜清滝前（解散） 　・
朝から冷たい雨がふるなか、部活の高校生のｸﾞﾙｰﾌﾟの元気な声が、１号路に弾む。 　・檀香梅
の小さな芽が春を待ってました。 (from itoh)
 

2014.3.8(土）自主巡回　北高尾
◆参加者：10名（杉山Ｌ）、お試し体験入会１名を含む。
◆コース:高尾駅北口〜霊園前〜八王子城山〜富士⾒台（昼食）〜荒井〜高尾駅北口◆ 内容：
ところどころ残雪のある登山道には障害木や枯損木が、道標の矢板もボルトの緩みが散⾒。天候はどんどん
暖かくなり、ヒートアップ、次々と処理していきました。皆様、お疲れ様でした。道端には春の兆しが、オオイヌ
ノフグリ、タチツボスミレ、ハナダイコンの花、梅の花・・。(from  kawarada)
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2014.3.8(土）自主巡回　北高尾 Part2   快晴
 ◆参加者：10名（杉山Ｌ）、お試し体験入会１名を含む。
◆コース:高尾駅北口〜霊園前〜八王子城山〜富士⾒台（昼食）〜荒井〜高尾駅北口　　・
反町ＳＬの掛け声と八王子城の歴史解説つきで古損木処理しながら進む。ただ1本--”心残りの木”
がありましたが--次回へ。 　　真白き富士を⾒ながらの昼食。フキノトウの味噌和え、
ありがとうございます。（from   itoh)

3月11日、日影から小仏城山方面の下⾒。
 水道小屋と八王子小屋の脇道は雪多し。その間に杉の木が電線へかぶさり倒れ
込み有り、小仏城山への道はかなり除雪されていたが、雪崩後が数ヶ所有り、軽ア
イゼン必要です。路面凍結注意、数人の登山中の方と一緒に登れたのでﾗｯｷーで
した。  (from  katoh)
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2014.3.16(日）自主巡回　裏高尾
◆参加者：8名（加藤Ｌ） ◆コース:高尾駅北口〜日影沢〜日影沢林道〜小仏城
山（昼食）〜一丁平〜ビジターセンター〜１号路
 内容：コース上の開花植物調査（種類も数も僅か）、林道は若干残雪があったが、ゲ
ートから先は、30-40cm程度の根雪があり、障害木・枝が数か所以上あった。小仏城山
から一丁平、もみじ台まで残雪が融けて道がゆかるみ、滑らぬように気を付けながら縦列前
進。6号路（北）、富士みちは残雪はなく順調。 (from kawarada)

 

2014.3.16(日）自主巡回　裏高尾　その２
◆参加者：8名（加藤Ｌ）◆コース:高尾駅北口〜日影沢〜日影沢林道〜小仏城山（
昼食）〜一丁平〜ビジターセンター〜１号路  あしからず？まとまりぬかるみV団、道に落ちてる
枝木々を拾っては移動し、お陰様で雪越えながらも滑りませんでしたよねぇ＾＾感謝！  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(from katoh)
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2014.3.22(土）自主巡回　奥高尾
◆参加者：6名（横山Ｌ）、お試し体験入会１名を含む。
◆コース:高尾駅北口〜陣場高原下〜陣場山〜明王峠〜与瀬神社〜相模湖駅
 内容：空は⻘く、暖かく、春の陽気。陣場山頂では、昼食後、リーダーによる「ロープワーク研
修」に。ロープワークのポイントは、①素早く結べる、②使用中にほどけない、③ほどくとき、ほどき
やすい、だそうです。８の字結び、巻き結び、自在結び、もやい結びなど実践しました。皆様お
疲れ様でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(from kawaada）

2014.3.29(土）共同巡回　裏高尾　Part1
 ◆参加者：７名（レンジャー２名含む）
◆コース:高尾駅北口〜小仏川沿い〜日影沢〜日影バス停〜高尾駅
 内容：「春植物の調査と踏み外しへの声かけ」、暖かくうららかな一日。来訪者が多い小仏川沿い
に、春植物の確認と雪で被害が出ている箇所の点検と登山道や指導票の補修を⾏いました。一仕
事終え、蛇滝口付近で花びら舞う梅林で優雅に昼食。午後から日影沢沿いに、ロープ張替、解説
板の改修など充実。皆様お疲れ様でした！　作業後の一杯が格別！（from kawarada)
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2014.3.29(土）共同巡回　裏高尾　Part2
 ◆参加者：７名（レンジャー２名含む）
◆コース:高尾駅北口〜小仏川沿い〜日影沢〜日影バス停〜高尾駅
 内容：「春の妖精の競演」、暖かくうららかな一日。小仏川沿い、蛇滝口から日影沢にかけて
一気の咲き出しました。アブラチャン、白梅・紅梅、アズマイチゲ、キバナノアマナ、ヒメニラ、シュンラ
ン、カタクリ、キクザキイチゲ、ハナネコノメ、コチャルメルソウ、ナガバノスミレサイシン、ヨゴレネコノメ、
ユリワサビ、ヤマエンゴサク、ニリンソウ、・・・・ 　（from  kawarada)

2014.3.9（日）　高尾山　薬王院火渡り祭2014.3.9（日）　高尾山　薬王院火渡り祭
NEWSNEWS

(from  itoh)



-13-

2014.4.2(水）自主巡回　南高尾 
◆参加者：9名（榎本Ｌ）
◆コース:高尾山口駅前〜梅ノ木平〜三沢峠〜峰の薬師〜※津久井湖〜ｸﾗﾌﾞ前-（ﾊﾞｽ）-
橋本駅 　　　　　※天気状況をみてｺｰｽ一部変更。
 　春の「関東ふれあいの道ｺｰｽ」をウグイス、カエルの声を聴きながら⾏く。
 　2〜3ケ所頭上注意個所あり。三沢峠〜峰の薬師までは”♪スミレ道”。
 　電柱標示、樹木解説助かりました！     (from  itoh)

2014.4.6(日）共同巡回　裏高尾　
◆参加者：７名（レンジャー２名含む）
◆コース:高尾駅北口〜小仏川沿い〜高尾橋の郷まち広場〜蛇滝口バス停〜高尾駅
 内容：春植物観察の際のマナー啓発活動、レンジャー作成の「踏込注意」のチラシを配布し
ながら巡視。小仏川沿い遊歩道のロープや踏込注意の看板を地元で⻑年整備されてきた、
八王子市⻄南部地区環境市⺠会議の杉山さんのお話を伺いました。（両面カラー印刷され
た小仏川遊歩道野草散策マップをいただきました）
 昼前に雨が降り出し、解散。 (from kawarada)
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2014.4.19(土）13：00〜15：30　平成２６年度高尾ＳＲ会総会
◆場所：多摩環境事務所　会議室（⽴川合同庁舎2Ｆ）
◆出席者：都職員　６名　　ＳＲ会員　30名　+　委任状提出者21名、欠席17名。
◆会員総数　：　６８名（今年度２名の新会員あり）
☆　小林会⻑が退任され、大谷新会⻑のもと２６年度がスタート！
 　　肌寒い中、出席された方ありがとうございました。
 　　懇親会（１２名）----フルコース？で温まりましたでしょうか---。　　　（from   itoh)

2014.4.27(日）新会員歓迎登山　高尾山内
◆参加者：１６名（委員会主催：川原田Ｌ、伊藤ＳＬ）新会員２名を含む。
◆コース:清滝駅前〜琵琶滝道〜1号路〜昼食〜６号路〜清滝駅前（解散）、３班に分
け登山、昼食後４か所に分かれ、 案内活動（６号路の登頂口付近で利用動態調査含む）
、新会員の皆さんには、①山の歩き方の基本、②案内板標識番号の読み方、③植生保護ロー
プの保全などを体験していただき、高尾山口付近で懇親をはかりました。皆様、丸一日お疲れ様
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＞

2014.4.27(日）新会員歓迎登山　Part2 (高尾山内）
◆参加者：１６名（委員会主催：川原田Ｌ、伊藤ＳＬ）新会員２名を含む。
◆ 案内活動（今年から６号路の登り一方通⾏は8：00〜14：00）。
 　☆　琵琶滝道はロープ柵の破損が目⽴つ。
 　☆　6号路上がり口での人数カウント　--13：00〜14：00（登り：178人　下り：通⾏止め）
　14：00〜15：00（登り：125人　下り：154人）
 　　　　　　　　　　”プチ懇親会”でしたが遅くまで、お疲れさまでした。(from itoh)

2014.5.3（土）　自主巡回　　高尾山内
◆ｺｰｽ：　清滝駅前〜6号路〜山頂〜もみじ台下（昼食）〜6号路一方通⾏案内〜ふじ道〜清滝駅前
◆参加者：10名（伊藤L)
 ☆ 　2班に分け巡視。ｐｍ1時〜3時まで6号路分岐、5号路/稲荷山ｺｰｽの　　２ケ所で案内活動。
☆６号路の一方通⾏の制限が切れる14時に、下山待ちの人が一⻫に下りだす。
 　３分間に６２人。これにはビックリ！　あらたうと ⻘葉若葉の日の光（芭蕉） --　　こんな一日でした！　　
                                                                            （from  itoh)
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2014.5.4(日）自主巡回　山内/案内活動 　
◆参加者：6名（池田Ｌ）
◆コース:コース:清滝駅前〜6号路〜高尾山頂(昼食)〜案内活動〜富士道〜1号路〜清滝駅前
 内容：今日も快晴、清々しい気候。人・人・人。動態調査も⾏い、13時から15時までの登り客683
名、14時から15時までの下山客420名、昨日の倍、14時を待って下山客が集中。14時からの3分
間で何と110名、カウントする指も腱鞘炎？。帰路の1号路途中で、カメラ構えた人・人・人。幹にムサ
サビ？、リス？疲れ目で確認できず。  (from kawarada)

2014.5.5(月）共同活動　高尾山内案内活動と小仏城山植生保護　
◆参加者：9名（レンジャー1名含む）
◆コース:コース:2班に分け、①6号路一方通⾏に伴う案内活動と動態調査（3名）、
②もみじ台〜一丁平〜小仏城山〜大平林道の指導標識点検補修、植生保護ロープ
柵保全、盗掘防止看板設置。時々小雨が感じられる天候のせいか、利用客は登り、下
りとも３．４日に比べ少なかった。お疲れ様でした。（都レンジャーnews　2014年5月
号に「絶滅が心配されるラン」が特集されてます）   (from kawarada)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹアルバム＞
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2014.5.5(月）共同活動 Part2 　小仏城山植生保護のための保全作業　
◆参加者：9名（レンジャー1名含む）
◆コース:コース:2班に分け、①6号路一方通⾏に伴う案内活動と動態調査（3名）、
②もみじ台〜一丁平〜小仏城山〜大平林道
 　☆久しぶりに通る一丁平から城山への自然歩道は、改修工事（木デッキ、階段、砕石舗装等）
 　　　が進み、　ウノハナの匂う大平林道は春本番でした。！  (from  itoh)

 

2014.5.18(日）自主巡回　裏高尾　
◆参加者：9名（坂内L)
 ◆コース:最初のみ2班に分け①開花植物班4名②コドラート班5名　・ｲﾅﾓﾘｿｳ
＆ﾔﾏﾕﾘのｶｳﾝﾄ
☆開花が多く花の名が次々、ﾋﾒｳﾂｷﾞ・・・ｳﾂｷﾞ、帰りの一号路でｲﾅﾓﾘｿｳ開花に会
えました♪
 ☆初ﾀｶｵﾜﾆｸﾞﾁｿｳ開花に会え＾＾写真だしてください・・・。 (from katoh)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2014.5.18(日）自主巡回　裏高尾　（Part２）
◆参加者：9名（坂内L)
 ◆コース:最初のみ２班に分け①開花植物班４名、②コドラート班５名　・ｲﾅﾓﾘｿｳ
＆ﾔﾏﾕﾘのカウント　☆ウツギの判別法習いました（ウツギ、ヒメウツギ、マルバウツギ、コ
ゴメウツギ、ガクウツギ）、クワガタソウやラショウモンカヅラも開花。　（from kawara
da)

2014.5.24(土）自主巡回 奥高尾 (歴史チーム特別活動) 
◆参加者：６名（藤川Ｌ）
◆コース:高尾駅北口〜関場バス停〜鳥切場〜市道山〜醍醐丸〜和田峠〜陣馬高原下
バス停〜高尾駅、
 初夏のような暑い日に、活動では巡回することが少ない市道山（⼾倉三山）、吊尾根等を
通り、陣馬高原下までロングトレイル、皆様お疲れ様でした。 (from  kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.5.27(火）共同活動　東高尾　指導標交換・倒木処理　(Part2)
 ◆参加者：８名（レンジャー３名、奥多摩環境事務所１名含む）
◆コース:コース:高尾山口駅〜梅ノ木平〜草⼾山〜四辻〜高尾山口駅
 内容:草⼾山での指導標支柱交換後、「かたらいの路」沿いに倒木・支障木処理。緊急性のない
ものやリスクのあるものは後日、専門業者に依頼。皆様お疲れ様でした。 
              (  from    kawarada)

2014.5.27(火）共同活動　東高尾　指導標支柱交換・倒木処理　
◆参加者：８名（レンジャー３名、奥多摩環境事務所１名含む）
◆コース:コース:高尾山口〜梅ノ木平〜草⼾山〜四辻〜高尾山口
 内容:多摩環事務所で制作され、大地沢林道まで運搬された指導標の主柱と部
材を、草⼾山まで運搬登山。指導標を組み⽴て、掘った穴に建込み。新しい標識を
前に記念写真。多摩環事務所から制作・運搬、私たちの指導、差し入れまでしてい
ただいた池畑さんに感謝します。               (from  kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.6.4(水）　自主巡回　南高尾 (テーマ:標識確認) 
◆参加者：　6名（大谷Ｌ）
コース:高尾山口駅前〜四辻〜草⼾山〜三沢峠〜梅ノ木平〜高尾山口駅前
◆⾏程/所要時間：　約10Km/6.5ｈ
☆　主に標識の固定具合を確認しながら巡視。、緩い物５基は固定。
 　　5/27の共同作業で支柱を交換した「150-280」はしっかり固定されてました。
☆「ツチ○○○」、通り過ぎてから皆んなで名前を思い出しました。
☆草⼾峠の気温30℃,---良い風が通って ました! (from  itoh)

2014.6.8(日）　共同活動　（大雨後の巡視）
◆参加者：R-2名、SR-3名
 　・梅雨入り後の大雨のため、急遽予定変更し3号路、4号路巡視。
 　　3号路は特に危険個所はなし、4号路は一部落石あり撤去。
 　・午後の小仏方面の作業（ﾊﾟｳﾁ交換含む）は、次回7/17（木）へ。
 　・帰りのふじ道で、突然最初は小枝が、続いてΦ10㎝、⻑さ40㎝位の枯損木が目前
 　　に落下。　ﾋﾔﾘﾊｯﾄしました。これも健康手帳のお蔭か--！
 　　雨の中の巡視お疲れさまでした。　（from  itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014・6・14（土）
 自主巡回　北高尾 (第１回自主研修) 「八王子城秘話、よもやま話」
◆参加者：14名（反町Ｌ）（⻫藤SL）４班分けでしたか？
◆⾏程/所要時間：約8Km以上/７時間
コース:高尾駅北口⇒八王子城跡〜八王子神社〜本丸跡〜城山林道〜富士⾒台〜峠？ｱｯﾌ
ﾟﾀﾞｳﾝ北高尾縦走コース〜地蔵平〜高尾駅北口
・一夜にして滅ぼされた八王子城　との話
・3つの坂　⇒上り坂　下り坂　まさか・・・　の言葉　　ムヨウランまさか　⾒落とし!! (from katoh)

2014.6.14(土）　自主巡回　北高尾　Part2
 ◆ｺｰｽ：　高尾駅北口〜八王子城跡〜富士⾒台〜地蔵平〜高尾駅北口
◆参加者：14名（反町L)
自主研修「八王子秘話」　、巡視の基本（山の歩き方）、倒木処理
 　、山の中の救急法の実践ありで、盛りだくさんの一日でした。　トンネルのレンガ積み--
「イギリス式」  　orフランス式--？    (from  itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.6.21（土）　『安全登山研修』　　13：30〜17：00
 ◆場所：⽴川合同庁舎内　多摩環事務所2Ｆ
◆参加者：都自然公園係　1、　都ﾚﾝｼﾞｬｰ　5、　奥多摩SR　26,高尾SR 12
 ☆講師：元⻘梅警察山岳救助隊副隊⻑　⾦　邦夫氏
 　・過去の山岳事故例や昨年の⻘梅管内の救助要請件数
（40〜50件　内4〜5人は死亡不明）、
 　登山道整備、管理、啓発活動等の話をいただき、有意義な研修会でした。(from  itoh)

2014.6.22（日）　自主巡回　裏高尾
◆参加者：　6名（坂内L)
 ◆コース：高尾駅北口〜日影沢〜萩原作業道〜一丁平〜もみじ台〜6号路〜高尾山口駅
・朝から雨が降り、コドラート調査は中止。
・森の緑は生き生き艶やかに。カエル、リス、ヘビ、クガヒル現れ、マタタビの白い花
 　が落ち、良い香りでした！。 (from   itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2014.6.28(土）　緑ﾎﾞﾗ養成講座　 　　【サポレン基礎コース】
◆参加者：　都環境局　3+1名　都Ｒ　2名　TSR 5名　受講生　21名（欠1）
◆科目　：　【自然公園管理の基礎】
◆内容：①　「高尾森林ふれあい推進ｾﾝﾀｰ」　にて講義。
 　　　　　　・　自然公園とは？　　・都ﾚﾝｼﾞｬｰの活動について
　　　　　　・　高尾SR会の活動紹介
 　　　　　②　雨の為予定コースを変更し[小仏川沿い]を歩く。　
 　　　　　　受講生の皆さん初日から雨でお疲れさまでした。　　(from  itoh)
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