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2013.6.22(土）自主巡回「歴史チーム：初沢山城址歴史調査」
◆参加者：９名
◆コース：:高尾駅南口改札9:00〜初沢山城址〜両界橋〜⾦毘羅台〜霞台〜
富士道〜高尾山頂〜１号路〜清滝駅前(解散）
不安定な天候でしたが、巡視・案内・自然ガイド・観察など盛りだくさんでした。昼食後
デザートにリーダーからご自宅の旬のビワをご馳走になり、元気百倍でした。  
 (from kawarada)

2013.6.22(土）自主巡回「歴史チーム：初沢山城址歴史調査」Ｐａｒｔ２（補足）
◆参加者：９名
◆コース：:高尾駅南口改札9:00〜初沢山城址〜両界橋〜⾦毘羅台〜霞台〜富士道〜
高尾山頂〜１号路〜清滝駅前(解散）
当日、チームリーダーからご紹介のあった地元の歴史講座の情報と初沢山城跡の写真に書き込ん
だ「浅川地下壕」の情報を追加しました。ご存知かもしれませんが、蛇足ですみません・・・。        
                          ( from   kawarada)
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2013.6.29(土）自主巡回「裏高尾　自然観察会」
◆講　師：山田　隆彦氏 日本植物友の会副会⻑、「スミレハンドブック」の著者 
◆参加者：１５名
◆コース：小下沢入口〜野営場跡の往復 
天気が危ぶまれましたが、晴天の一日。暑いくらいでした。お疲れ様でした。
百を超える種類の植物観察。約１時間の片道⾏程を３時間半かけて、懇切丁寧に教え
ていただき、山田先生ありがとうございました！     ( from  kawarada)

2013.6.29(土）　自主活動　裏高尾　Part 2   　（特別活動　自然観察会）
◆コース：　小下沢林道      ◆参加者：　15名
◆講師　：　山田　隆彦氏　日本植物友の会副会⻑
　　梅雨の晴れ間の陽があたり
　　　”　みんなみんな生きている---　”　　 トカゲだって　チョウ　だって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(from itoh)
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2013.6.29(土）　自主活動　裏高尾　Part 3　（特別活動　自然観察会）
１：ｵｵｲﾀﾄﾞﾘ　２：ｸｻﾉｵｳ（毒）３：ﾋﾞﾝﾎﾞｳｶｽﾞﾗ　
４：ﾐﾔﾏﾁﾄﾞﾒ　５：山田講師とｼｼﾞﾐﾁｮｳ　６：ｽﾐﾚ種　3列30〜70個（ﾐﾔﾏ､ｴｲｻﾞﾝﾏﾙﾊﾞ）

　♪先生の笑顔が楽しいを語ってる＾＾♪   (from  katoh)

2013.7.3(水）　自主巡回　北高尾
◆参加者：6名（安部Ｌ）
◆コース：高尾駅北口バス--霊園前〜八王子城址〜富士⾒台〜狐塚峠〜木下沢〜摺差ﾊﾞｽ停〜
高尾駅北口　　　　　（⾏程約９Km／ 5H ）
◆天気：　曇り時々雨
◎　・平日のためか途中出合った登山者9名
　　・天狗像とお誕生日が一緒の方がおりました。　　
　　帰りはバス時間の都合で摺差バス停まで歩く。　　　丁度雨が降ってきました。　お疲れさまでした！。　
　　　（　from  itoh）
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2013.7.7(日）レンジャーとの共同調査「秋川周辺寺社のアライグマ追跡調査」
◆参加者：レンジャー５名（御岳・桧原・奥多摩からも参加）ＳＲ５名
◆コース：ＪＲ武蔵五日市駅集合〜３班に分かれ調査〜⾞で移動〜小峰ビジターセンター
　〜（調査場所は秋川街道、陣馬街道、その中間地域）〜小峰ビジターセンター（解散）
内容:アライグマ分布調査（⾞で移動し、広範囲の社寺で痕跡を調査）
梅雨明けし、急に夏模様、炎天下で、日陰、飲み物・アイスなど涼を取りながら・・・
お疲れ様でした。 ( from  kawarada)

２０１３年７月６日（土）
　６月２２日の初沢城跡」調査の際、藤川リーダーから紹介のあった「浅川地域の身近な歴史
あれこれ」（講師：⻑澤さん：元八王子市助役）を聴講しました。
　配布資料は、３頁＋地図　ご希望の方は一報ください。
                (from kawarada)
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2013.7.13(土）　自主巡回　奥高尾
◆参加者：10名（反町L）
◆コース：高尾駅北口---小仏ﾊﾞｽ停〜景信山〜小仏城山〜一丁平〜高尾山頂〜清滝駅前
　　　⾏程---約11.5Km /　約6.5H　
※２班に分かれ、登山道点検/自然観察　
　空は薄く曇り山中の気温29℃のなか、景信山への道は蒸し暑く汗が眼にしみる。
　昼時、反町Lからいただいた冷えたキュウリにノカンゾウの酢漬けが、生気を与えてくれました。    　
ありがとうございました。   (from   itoh)

2013.7.13(土）　自主巡回　奥高尾　Part 2
参加人数＆コースは同日活動内容に同じ。 
ありがとうございました。暑く美味しい時
☆ﾄﾝﾎﾞ：写真好きな彼から声 ｶｼｬ！1:ﾔﾏﾎﾞｳｼ実（熟れると美味しいらしい）2:ﾃ
ﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ3:ﾊﾝｼｮｳｽﾞﾙの種 ☆:ﾌｷﾊﾞｯﾀ 彼⼥が初めてのﾃﾞｰﾄと命名！4:ﾘｮｳﾌﾞの花
満開 5:ｳﾂﾎﾞｸﾞｻと蜂6:ﾐﾂﾊﾞｳﾂｷﾞ（ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟの種)7:ｵｶﾄﾗﾉｵとｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ 　　　
（from  katoh)
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2013.7.21(土）自主巡回 裏高尾(特別活動含む) 
◆参加者：6名
◆コース:高尾駅北口〜日影沢〜コドラート調査〜八王子管理道〜もみじ台南〜高尾山
頂（解散）〜６号路
 高尾駅からのバスも日影沢まで全員座って⾏けました。春に比べると、乗客も格段に減りまし
た。ミヤマカラスアゲハやチョウ・ガ、バッタ、トンボ、ヒグラシなど道中多彩な生き物に遭遇。
 調査も順調に進み、モミジ台の南マキ道のヤマユリ調査も炎天下をものともせず、無事１５
時に終了。お疲れ様でした！！　（from kawarada)

2013.7.28(日）自主巡回 高尾山内(特別活動含む) 
◆参加者：13名
◆コース:清滝駅前〜１号路〜薬王院本堂〜大本坊〜１号路〜清滝駅前
 薬王院本堂にて会員の安全無事を祈願し、護摩修⾏、昼食は大本坊にて精進料
理と薬王院の歴史講話、そして、有喜閣で睡魔と闘い夏季講座を拝聴。・・・暑い修
⾏の一日でした。    (from kawarada)
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〇
2013.7.28(日）自主巡回 高尾山内(特別活動含む)  Part2
◆参加者：13名
◆コース:清滝駅前〜１号路〜薬王院本堂〜大本坊〜１号路〜清滝駅前
♪〜〜精進料理のお膳に　皆様のこころ〜〜♪　
 　　高尾サポレン　⇒　　一途に　☆    (from katoh)

2013.7.18(日）自主巡回　高尾山内（特別活動）　Part3
 ◆参加者：13名（藤川L)
・浄心門を超え『出世間』に入ると身が引き締まる。・御祈祷のあとの晴れやか〜な一同。
・「写経」⇒『納経』。NHK文化講演会の収録より。
　これ11月24日（日）pm9：00〜　NHK第二で放送します。 　ｻﾎﾟﾚﾝの拍手と笑いが入ってます。 
　
・出世間 を出ると「出出世間」＝『世間』 　　”汗と学び”の一日でした！  (from itoh)
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2013.8.2(土）共同活動　ニホンジカ分布調査体験（ 都レンジャー主催 ）
◆参加者：7名、レンジャー3名
◆コース:高尾駅〜陣馬高原下バス停〜和田峠〜吊尾根〜陣馬高原下バス停〜高尾駅
 内容: ニホンジカ分布調査体験（フィールドサインの⾒方解説）
ニホンジカの分布が奥多摩から東に拡大しており、近い将来、高尾地域でも被害が顕在化する
可能性あり。今後の巡視においても、以下のﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲﾝ（痕跡）を注意してほしいとの要請があ
りました。  (from  kawarada)

2013.8.3(土）共同活動　 都Ｒ主催 ）Part2
◆参加者：7名、レンジャー3名
◆コース:高尾駅〜陣馬高原下バス停〜和田峠〜吊尾根(途中Uﾀｰﾝ）
 　〜陣馬高原下バス停（15：25発）〜高尾駅
 　・和田峠への舗装道路のカーブで登りの⾞と下りの自転⾞の接触事故に遭遇。
 　　ﾚﾝｼﾞｬｰの機敏な⾏動が光る。幸い大事には至らなかったようでした。
 　・開（あ）くまで待とう「ミヤマカラスアゲハ」！（吸水中）
 　・シカはリョウブとナツツバキがお好きのようで--。  ( from  itoh)
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2013.8.18(日）自主巡回　裏高尾
◆参加者：7名
◆コース:高尾駅〜小仏バス停〜小仏峠〜小仏城山〜一丁平（昼食）〜高尾山頂〜
霞台〜清滝駅
 内容: 猛暑の中、参道の点検・保全、自然観察、登山者への案内など、水分や休憩取り
ながら、奮闘・・皆様お疲れ様でした。例大祭、落ちたイガ栗など　秋よ早く来い・・・・
　（from  kawarada)

2013.8.24(土）自主巡回　南高尾
◆参加者：6名
◆コース::高尾山口駅〜大垂水峠〜大洞山〜中沢峠〜⾒晴台（昼食）〜⻄山峠〜草⼾
山〜四辻〜高尾山口駅
 内容:大垂水峠バス停出発、関東ふれあいの道、かたらいの路を縦断、登山道の確認・保全、
案内看板の清掃、自然観察、障害草木の除去、ごみ拾い、そして、最後に引継保全事項の「
高尾山口側登山入口の道標の矢板の修正」で巡視を終了。お疲れ様でした。途中、13Ａ-4
40の道標付近で、「地元の人々が使っていた旧道「武蔵越え」があったそうです.
　(　from  kawarada)
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2013.8.27(火)　共同活動
◆参加者：６名（＋　レンジャー３名、東京都１名）
◆コース:清滝〜山頂〜もみじ台周辺 〜　マキ道　〜　山頂
 内容：6月に⾏ったぬかるみ対策の階段補修の続き。前回取り外した横断溝の上流側角
材を活用し新規に横断溝を設置する作業と階段のスロープ化を延⻑させる作業。
お疲れ様でした。  反省会の⻨酒が格別でした。  （from  kawarada)
 

2013.8.27(火）共同活動　歩道整備　Part2
 ◆参加者：Ｒ-3名、管理セ-1名、SR-6名
◆コース：清滝駅＝＝山頂〜もみじ台周辺
 　6月に⾏った「ぬかるみ対策、階段の外への踏込み対策」の続き。 　　　
 途中、水分不足になりそうでしたが、登山者の「ごくろうさまです」の声に励まされました。
   (from   itoh)
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2013.9.4(水）　自主巡回　高尾山内（特別活動含む）
◆参加者：SR 6名（石川Ｌ）、都ﾚﾝ　1名　　◆コース：清滝駅〜6号路〜山頂
◆天気：　曇り時々雨
◆活動内容：①6号路の沢周辺の清掃　　⻑靴組は沢に下り、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、ｶﾝ､ﾋﾞﾝを収集。 　　　　　　　
 　　　　　　　　　②山頂の排水溝の堆積土砂の除去清掃（2ｹ所）
1年ぶりの大掃除。　予報では降水確率60％でしたが、大雨にもならず予定通り終わる。
 　　　蒸し蒸しの一日、お疲れさまでした。　　（from  itoh)

2013.9.8(日)　自主巡回　北高尾　　　　◆参加者：９名
◆コース:高尾駅〜日影バス停〜小下沢〜野営場〜景信山（昼食）〜小仏峠〜高尾山
頂(解散)
内容：東京都緑のボランティア基礎講習修了者のお試し体験はありませんでした。心配され
た強い雨にも運良く遭うこともなく、 霧に包まれた幻想的な高尾を江藤リーダ－の詳しい計画
通りに巡回しました。マキ道を通らず、先日改良した登山道や排水溝の具合を確認するため、
階段をものともせず上りました。
 皆様、お疲れ様でした。       ( from kawarada)
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2013.9.8(日）　自主巡回　北高尾　Part2
 ◆参加者：9名（江藤Ｌ）  ◆コース：高尾駅ﾊﾞｽ停〜大下ﾊﾞｽ停〜野営場〜景信山〜
           小仏峠〜城山〜高尾山頂（解散） ◆⾏程/所要時間：　約9.5Km / 5 H　　　
 　・霧⽴ち渡る景信、先頭のＳさんの号令に引張られる。 　　
   ・一丁平付近、水切溝改良工事等     を確認し、次へのstep-up。   　
　・ﾀｲｱｻﾞﾐと蝶--後方からのｶﾒﾗ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｽに感謝ﾃﾞｽ。   乞う期待 " 7年後!"    (from  itoh)

 

2013.9.14（土）共同活動　高尾山水環境調査（ 都レンジャー主催 ）
◆参加者：ＳＲ４名、レンジャー２名（＋パークレンジャー１０名）
◆コース:６号路と日影沢に分かれて調査
 内容: 当日の分析では水質に大きな変化はありませんでしたが、水量がやや減少していました。
アズマヒキガエルやカタツムリ、サワガニなども調査結果が気になるのか登場！！　水辺を好む初
秋の開花が多くみられました。　（from kawarada)
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2013.9.22(日）自主巡回  裏高尾  part2 
◆参加者：９名(川原田L）、お試し参加者３名、田邊Ｒ（ＶＣ）
◆コース:高尾駅北口〜日影沢〜（コドラート調査）〜八王子管理道〜高尾山頂（解散）
 　 　　・日影沢入口にてﾐ-ﾃｨﾝｸﾞ。（会⻑挨拶、ｺﾄﾞﾗｰﾄ調査の説明、自己紹介等）
 　　　   ﾘｰﾀﾞｰの綿密なｽｹｼﾞｭｰﾙ表に基づき予定通り進む。
     　・このコース、台風18号による倒木等は特に⾒受けられず。
         3連休の2日目、山頂は人、人、人でした。    (from itoh)

2013.9.22(日）自主巡回 裏高尾(特別活動含む) 
◆参加者：９名、お試し体験入会参加者３名、田邊レンジャー（ビジタセンター）
◆コース:高尾駅北口〜日影沢〜コドラート調査〜八王子管理道〜もみじ台南〜５号路〜
           高尾山頂（解散） 〜１号路
 内容：１週間前の台風による、崖斜面から湧水が多くみられました。２班に分かれ、コドラート
調査と開花調査・巡視です。植生調査だけでなく登山道の保全や案内・ゴミ拾い、薬王院の健
康登山まで日頃のＳＲ会の活動をお試し体験できたかな？。皆様お疲れ様でした！！ 
                                                                                  （from kawarada)
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2013.9.28(土）自主巡回　奥高尾　(歴史チーム特別活動) 
◆参加者：８名（正田Ｌ）、お試し体験入会参加者４名
◆コース:高尾駅北口〜陣馬高原下〜陣馬山〜明王峠〜景信山〜小仏峠〜高尾駅前
 内容：奥高尾の峠道の歴史や由来の解説を受けながら巡視を⾏いました。秋晴れの中、お
試し体験の方々も、高尾の歴史、植物、眺望と整備された登山道までＳＲ会の活動
を満喫されたと思います。皆様お疲れ様でした！！　　（from  kawarada)

2013.10.13(日）　「山の中での救急法」講習会 
・場所：多摩環境事務所      ・講師：日赤　救急法指導員　小林氏 
・参加者：　高尾管理ｾﾝﾀｰ（１）　  奥多摩SR（６）　高尾SR（９）　計16名 

・赤十字救急法とは、その範囲、救助者の守るべき事、８．2分間でできる事？ 
・止血の仕方、三角巾の使い方、搬送法の実習。 自分ができる事は何か？　
危険予知と事故防止が大切。 　　 　----お疲れさまでした！      （from itoh)
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2013.10.14(月）研修会「奥多摩の自然 ニホンジカの現状」（奥多摩サポレン会主催）
◆参加者：33名（高尾17名、奥多摩12名、レンジャー4名）　
◆場所：⽴川合同庁舎　東京都多摩環境事務所会議室　
 講師：東京都環境局自然環境部森林再生担当　近藤課⻑、奥多摩　滝澤レンジャー
高尾にもじわじわとニホンジカが迫っているとのことです。都をはじめ四県の広域に分布する関東の
シカと丹沢に分布するシカとは遺伝子が異なるそうです。丹沢でのヒル被害はシカによって拡散さ
れているようです。　（from  kawarada)

2013年10月27日(日)奥多摩SR会との交流会 
・参加者:高尾8名奥多摩9名計17名(←訂正の連絡ありがとう)
・コース:軍畑駅〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 ※高水三山を縦走 
 高水山（759m） 岩茸石山（793m）二山へ　惣岳山（756m）今回都合一キロ前
まで巻き道へ。
 今頃〜縦走の足が、皆様はきっと日頃の活動で鍛えてるから筋肉痛って何？？と大笑い。。
ｲﾀﾀっ＊ｺｱｼﾞｻｲ今時期は皆ﾁｮｷをしていると奥多摩会⻑から聞きました⾒える＾＾＊ 
　　　　　　（from  katoh)

＜高尾サポートレンジャー会　MYアルバム＞
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2013.10.27(日）奥多摩ＳＲ会との交流会 Part2
・参加者：奥多摩SR会　9名、高尾SR会　8名
・ｺｰｽ：　軍畑駅〜高水山〜岩茸石山（昼食）〜惣岳山（まき道）〜御嶽駅
・所要時間：約5時間
 台風一過の秋晴れ、高水三山の空、⻘い空！ 登りで汗だく、日陰はひんやり。
 ⻘渭（あおい）神社の御神木を過ぎ、下界に下りる。 懇親会（12名）参加。
奥多摩さんまた来年お会いしましょう！お疲れさまでした。　　　　　　　(from itoh）

    2013年10月27日(日)奥多摩SR会との交流会 
・参加者:高尾8名奥多摩9名計17名(←訂正の連絡ありがとう)
・コース:軍畑駅〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 ※高水三山を縦走 
 高水山（759m） 岩茸石山（793m）二山へ　惣岳山（756m）今回都合一キロ前まで
巻き道へ 今頃〜縦走の足が、皆様はきっと日頃の活動で鍛えてるから筋肉痛って何？？と大笑い
。。ｲﾀﾀっ＊ｺｱｼﾞｻｲ今時期は皆ﾁｮｷをしていると奥多摩会⻑から聞きました⾒える＾＾＊
　（from katoh)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹアルバム＞
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2013.11.3(土）自主巡回　高尾山内　(６号路一方通⾏) 
◆参加者：９名（横山Ｌ）
◆コース:清滝駅〜３班に分かれ、駅付近で道案内後、６号路、１号路、稲荷山コース
を巡回登山〜山頂〜富士道〜琵琶滝道下山
 内容：１１月は紅葉、高尾山の混雑の時期、６号路上り一方通⾏のため、山頂各所
で道案内。午後は６号路登りゴール付近で登り客の人数カウント。日没近くまで皆様お疲
れ様でした！！ (from  kawarada)

2013.11.4(月）自主巡回　高尾山内
◆参加者：5名（横山L) ◆コース：清滝駅前〜1号路〜ふじ道〜山頂（昼食）
◆内容：・清滝前にて案内後、・午後は4号路と6号路の下山口で案内並びに
　　　　　6号路の登りの人数ｶｳﾝﾄ（13：00〜15：30）
三連休の最後の日、曇り空の一日 。　『つり橋4号路』の表示が効いたか、下山の流れは　
　殆ど4号路へ。　　　 　　帰りの1号路は、”振袖をふって一気に山下りる”
　　日没3分前に駅着でした！　（from   itoh)



＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞
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2013.11.7(木）共同作業 3号路登山道整備 （都R主催） 
◆ｺｰｽ：清滝駅前 9:00〜ｹｰﾌﾞﾙ〜山頂〜3号路◆参加者：都R 2名、SR 7名
◆内容: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を⾏う。 　
・朝から雨が降る中、午前中は山頂ＶＣ倉庫内で菰敷き用竹杭を880本作成。
・予報通り雨が上がった午後から3号路へ。 　歩⾏し難い、要注意個所10ケ所程を土嚢等で整備。 
今度、3号路を歩いてみませんか！  　反省会もありお疲れさまでした！（from  itoh)

2013.11.17(日）６号路上り一方通⾏案内               お疲れ様でした。
◆ｺｰｽ：日影沢〜水道みち〜高尾山頂　
◆参加者：SR 13名　2班に分け活動 1班は清滝方面　2班は日影コース
◆内容:６号路上り一方通⾏案内　　　・秋晴れの中、午前中は日影沢方面、植物調査終え山頂へ
 ・毎年ながら異常な人、トイレも⻑蛇の列また、ゴミの散乱が目⽴った。
・石川先輩先日の活動後3号路の状態確認等で来られていた。ありがたい！　
☆右上紅葉、sさんに声頂きﾊﾟﾁﾘ＾＾♪　　（from katoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.11.17(日）自主巡回　高尾山内　(６号路一方通⾏) 
◆参加者：１３名（鈴木Ｌ）
◆コース:２班に分かれ、定例の日影沢の植生調査班は日影沢から水道みちを登山。
 清滝での６号路一方通⾏の案内活動班は６号路を登山。午後から山頂各所で道案内。
（６号路登りゴール付近で動態調査。「人・人・人で、原宿並みという雑踏の中、皆様お疲
れ様でした！！  (from  kawarada)

2013.11.24(日）自主巡回　高尾山内　(６号路一方通⾏) 
◆参加者：６名（川原田Ｌ）
◆コース:２班に分かれ、６号路と稲荷山を登山・巡視。
（快晴の中、富士山がクッキリ）午後から山頂各所で道案内。
（６号路登りゴール付近で動態調査）混雑の中、皆様お疲れ様でした！！
日暮れ、閉店間際の蕎⻨屋に滑り込み、反省会盛り上がり。     (from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.11.24(日）自主巡回　高尾山内　(６号路一方通⾏) Part2
 ◆参加者：６名（川原田Ｌ）
◆ｺｰｽ：2班に分かれ＃6と稲荷山ｺｰｽ〜山頂へ。pm 3ケ所で案内。
 　・ｹｰﾌﾞﾙｶｰは朝から⾏列。帰りは70分待ちとか---。
 　・秋の陽を受け紅葉につつまれた稲荷山ｺｰｽを⾏く。
 　・6号登り動態調査--コゲラ？も応援してくれました。  (from  itoh)

2013.11.30(日）自主巡回　高尾山内　(６号路一方通⾏) 
◆参加者：７名（樋山Ｌ）
◆コース:２班に分かれ、６号路〜稲荷山と１号路を登山・巡視。（快晴の中、真
白き富士がクッキリ）
 午後から山頂各所で道案内。帰路は稲荷山コース。キジョランの実がパックリ・綿毛
があちこちに飛んで。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＞

2013.12.4(水）自主巡回　南高尾　
◆参加者：９名（榎本L)
◆コース：高尾山口駅〜梅の木平〜中沢峠〜⾦毘羅山（昼食）〜大垂水峠〜もみじ台〜山頂（解散）
　　 　　　　　 ( ⾏程　10ｋｍ/　4.5Ｈ）
 　　初冬の南高尾、うかい鳥山の紅葉を眺め、「関東ふれあいの道」のおちば道を歩く。
 　道を塞いだ倒木の小枝処理は素早い。指導票のゆるみも直す。 　ぬかるみ対策で埋め込んだ丸太もﾁｪｯｸ！
 　明るい内に下山。お疲れさまでした。　　（from  itoh)

2013.12.8(日）　共同活動　ｼﾓﾊﾞｼﾗﾛｰﾌﾟ柵（高尾山頂〜一丁平）
◆参加者：ﾚﾝｼﾞｬｰ３名　管理C １名　SR 5名
◎　ｼﾓﾊﾞｼﾗ「氷の花」の撮影時の踏込防止のためのロープ柵設置
 　　---3ヶ所、ロープ⻑計　約320m, 杭約110本　
 　　　　　　　　　　悔いの無いよう思いっきり掛矢を振下ろす。
◎　泥濘対策の為の菰敷き固定竹杭の製作。　年の冬も「氷の花」に出合える事を願って、
 　　超熱燗で乾杯！　皆さん握⼒回復しましたか〜！　（from itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.12.14(土）自主巡回　高尾山内　
（６号路登山道の橋と吊り橋の清掃と道沿いの障害枝の処理) 
◆参加者：８名（齋藤Ｌ）
◆コース:清滝駅前〜琵琶滝〜大山橋〜とび石〜5号路出会い〜4号路〜１号路〜清滝駅前
 ６号路沿いの橋６か所と４号路の吊り橋「みやま橋」に積もった落ち葉や土砂を取り除きました。
通りかかる登山客からねぎらいと感謝の声を聞き、思わず顔が緩みます。皆様お疲れ様でした！！ 
 (from  kawarada)

2013.12.21(土）共同活動　高尾山頂整備　
◆参加者：８名（レンジャー２名）
◆コース:パークボラと合同で山頂付近のカヤ刈り、午後、排水溝清掃　巡視　富士みち〜３号路〜
１号路〜清滝
カヤ刈りは総勢二十数名以上であっという間に完了。ススキに隠れていた標識案内板のかすれていた
文字も石川さんがクッキリと化粧直し。排水溝に溜まった落ち葉や土砂を一気に取り除きました（３か
所）。      皆様お疲れ様でした！清々しい気持ちで、３号路を点検巡視・下山後の今年最後の反
省会盛り上がりました。  (from kawarada)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.12.15(日）東京都緑のボランティア指導者（サポレン養成コース）研修（高尾山内） 
◆参加者：２１名（講師：東京都環境局１名、レンジャー２名、補助：高尾ＳＲ会９名、
受講生１０名）
◆コース:ケーブル山上駅前〜浄心門〜４号路〜５号路〜もみじ台〜ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ講義〜稲
荷山〜清滝駅解散。
 前日清掃したピカピカの「みやま橋」も通り、効果満点。巡視中に案内板の清掃や障害木の処理
も。皆様お疲れ様でした！！ (from kawarada)

2013.12.21(土）共同活動　山頂付近整備　part2
 ◆参加者：ﾚﾝｼﾞｬｰ2名　SR 8名とﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆さん
　・山頂10時集合の前に、氷の華を探して歩きましたが,雪に覆われ、お会いできませんでした。
 　・笹は残してススキ狩り--サッパリしました。 
 　・反省会はエネ補給！　遅くまでお疲れさまでした。 (from itoh)
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2013.12.23(日）自主巡回　（忘年登山）Part１       ◆参加者：１５名
◆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）  途中、障害木の処理方法の実地研修を経て、小仏峠で待ちに待った温かい鍋
。一日曇って、富士の姿は⾒えませんでしたが、奇跡的にサンセットのダイアモンド輝きが垣間⾒えま
した。食材、調理、食器、コンロなどの準備ありがとうございました。ご馳走様でした！忘年登山皆様
お疲れ様でした！！  (from  kawarada)

2013.12.23(日）自主巡回　（忘年登山）Part２    ◆参加者：１５名
◆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）
 自主巡回巡視の途中、障害木の処理方法の実地研修を実施。東京都の緑ボラ研修で習った
伐採方法を思い出しながら、会員がかわるがわる、木の選定、観察、周囲の確認、倒す方向の
確認、受け口・追い口など切って、伐って、木って処理には気と体⼒を使います。忘年登山皆様
お疲れ様でした！！  (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。
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◆東京都ﾚﾝｼﾞｬｰ◆
【　参　考　】
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