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2012/01/15（日）　同日2つの活動あり
・共同巡回 かたらいの路　滝山コース、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・自主巡回 裏高尾（特別活動含む ：コドラート植生調査と開花植物）

こちらは、サポートレンジャー7名、サポレン研修生4名　合計11名
★自主巡回 裏高尾（特別活動含む ：コドラート植生調査と開花植物）からお伝
えします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1：寒さ対策２：この植物は何？３：和気あいあい＾＾　　　　　　　　　　　　
　from 加藤敬子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2012/01/15　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★自主巡回 裏高尾（特別活動含
む ：コドラート植生調査と開花植物
）

シモバシラ観察地　モミジ台まき道辺り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

念願の沢山のシモバシラを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ゆっくり見ることができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
撮影なかなか・・・難しいですねぇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
開花植物？シモバシラは＾＾氷の華～ねぇ♪　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　from 加藤敬子　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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2012.1.15（日）　共同巡回 

「かたらいの路　滝山コース」 

■コース：　 
　JR五日市線東秋留駅～都立滝山自然
公園～JR八王子駅 
■参加者:都ﾚﾝ：福田、甲把、田邉 
（敬称略）　ｻﾎﾟﾚﾝ　：榎本、大谷、安倍
、石川、高久、江藤、山本勇、伊藤 
■レンジャー主催 
　年に1～2度しか巡回の機会のない、滝川
自然公園の巡回です。 

⇒秋川を渡る風は冷たいが、滝山コースは、
自然と歴史がいっぱいでした！！ 

2012.1.15（日）　共同巡回 

「かたらいの路　滝山コース」 

1.道路に埋め込まれています。 
2.案内板のボルトの緩み固定 
6.食べた方、お腹の方は大丈夫ですか？ 
7.空には「トビ」が舞い、木の上にはカワウが
 
10.羽毛を膨らませて寒さに耐える
11.大石定重が築城されたとされる 
12.お疲れさまでした--
　　会員相互の交流、親睦を図る 
　　key wordは　「青の洞門」　「松輪サバ
」 　　from 伊藤恵夫
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2012/1/22(日)　北高尾自主巡回 くもり時々晴れ　　　　　　　　　　　
昨日、雪景色の北高尾お疲れ様でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　
前日高尾山頂は、30ｾﾝﾁ積雪、ｱｲｾﾞﾝ持参の連絡あり　　　　　　　　　　　　　
参加者は、10名（敬称略） 　サポレン：藤川 坂内 大谷 関 横山 久保埜 反町 加藤 　
研修生：田中 川本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＪＲ高尾駅北口からバスで霊園前下車八王子城山、神社では一面の銀世界、紫の椿確
認、クマ足跡と犬ﾁｬｳ？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なんと　サポレンで有名な晴れ男お二人の威力！！さすが～～～～っ　誰？
　　from 加藤敬子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2012/1/22 (日)　北高尾　自主巡回 

お疲れ様でした。アイゼン無いと歩けない雪山道あり・・。が装着無の忍者2名有り。
富士見台（昼食、地図読み省略、課題あり・・出来ましたか？）地蔵ピーク下ると高速
道路とお聞きしたが・・ここからが急な坂～コワ　駒木野～　 背後には・・忍者がササっと＾
＾忍者には全て聞かれてしまいました。
バス道に出て川沿い歩きながら(ツリガネタケ確認)ＪＲ高尾駅前解散　

超健脚の皆様きっと　痛いとこは無いねぇ～♪イタタ・・・っ　ありがとうございました。
　　from 加藤敬子
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　　2012.2.4(土）

別件で日影沢で冬芽観察～　いろはの森～山頂
　　from   伊藤恵夫

2012/02/12 自主巡回　裏高尾

昨日も日影沢コドラート、寒かったですねぇ
お疲れさまでした。
雪の残る、八王子管理道～もみじ台北～高尾山頂でしたが空は、快晴いい青空でした。

研修生とサポレンで13名でした？
ｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘの芽で、あんなに春の感動～～♪を
感じながら・・・撮影。。忘れ残念！！
皆様、風邪やインフルエンザが大流行ですねぇ　無理なさらずご活躍ください。
　from 加藤　敬子
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2012/02/19　自主巡回　高尾山内（巡視員研修）  NO1
レンジャー、サポートレンジャー先輩の方々皆様ありがとうございました。
先ず、学んだ事。
”12・１・2・3月はアイゼンを持って山に行くのは当然でしょ～”　と語るは　福田レンジャー　
人数が多いため3コースに分けて高尾山頂（ビジターＣ）へ
コース:稲荷山、6号路、1号路　　すみません、アイゼン忘れで1号路へ行きました。
1号路ラッキ～　春一番に咲くスミレのようです。ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚでしょう？   　　from 加藤敬子

2012.2.19(日）　　NO2 自主巡回　高尾山内（巡視員研修）
 ■参加者　17名（内　研修者　7名）　■ルート；1号路～山頂（2時間） 

☆高尾山頂から見える範囲は？ 
計算では約87ｋｍ。 高尾山からスカイツリーまで約51ｋｍ。 
晴れていればお互い十分みえます。
○都ﾚﾝｼﾞｬｰさん、ｻﾎﾟﾚﾝ先輩の皆様 
研修お世話になりました。　　　　　                        　from 伊藤恵夫　　　 

photo by power point

ｱｵｲ？
タチツボスミレかな。
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〇

2012.2.25(土）共同巡回
高尾山内（ｼﾓﾊﾞｼﾗ観察地撤去） 
■コース:清滝～高尾山頂～一丁平周辺～高尾山頂（解散） 　 
■参加者　10名（内2名　ｻﾎﾟﾚﾝ研修生） 
　早朝から冷たい雨----。取り敢えず山頂まで巡回。　午後から雨も止み
、泥んこ道でのｼﾓﾊﾞｼﾗ保護用ロープ柵の撤去。 
　　　　　from 伊藤

2012/2/25(土）共同巡回 高尾山内（ｼﾓﾊﾞｼﾗ観察地撤去）
 お疲れさまでした。2コースで高尾山頂へ　こちら稲荷山コースの作業をお伝え
榎本先輩～♪＾＾カッチョイイ！　　　泥んこ遊びではありません！
雨の中、立派な水抜き作業中です。
★実は、後に完璧、水抜き作業にハマってしまった4人・・・なんか懐かしい楽しさが＾＾。　　
・・甲把レンジャーは時間にﾊﾗﾊﾗ　
★市ヶ谷？（１カヤ２モミM・イヌカヤ）ﾃｽﾄあり
★コットン貼りは宗教か？？といいコットンはがし作業多し
　　　　from 加藤敬子
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2012.3.1(木）

別件でﾄｸﾄｸﾌﾞｯｸ　「金バッジ」getへ。
・カヤ、モミ　葉先の違いが--イマイチ。
・頂上周辺　ヘリで倒木撤去作業中でした。
　　　from   伊藤恵夫

2012/3/11自主巡回　裏高尾 
コース:ＪＲ高尾駅北口～大下 ｵｵｼﾓ～小下沢 ｺｹﾞｻﾜ（往復）～
日影林道（往復）～日影バス停～ＪＲ高尾駅北口
参加5名　　ありがとうございました。　
　　<植物調査＞
会ったことの無いﾈｺｼﾘｰｽﾞにやっと会えました。　お疲れさまでした。
写真は背景：ﾈｺﾉﾒｿｳ　
左：ﾖｺﾞﾚﾈｺﾉﾒ　右：ﾊﾅﾈｺﾉﾒ　左下：ﾔﾏﾈｺﾉﾒｿｳ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from  加藤敬子
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2012.3.11(日）　自主巡回　　（PartⅡ）　
コース:JR高尾駅北口～大下～小下沢(往復） 日影林道～日影バス停

弥生三月とはいえ高尾梅郷の梅はまだ蕾み。 
時々陽がさす中での自然観察の
”今日のイチオシ”は、------
冬の寒さに耐えて春を待つ『アズマイチゲ』（東一華）でしょうか。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from   itoh

2012/03/31 09時00分～12時00分 3名
内容：日影沢コドラートでの植生調査
小雨から本降りの雨へ　記入不可の為前半で断念。お疲れ様でした。

先ず、日影沢入り口右に保護されている　本物の初ｶﾀｸﾘ！

あの真冬の枯れ葉の場所が・・・今やﾆﾘﾝｿｳ群生地！！に変身☆＾＾淡いﾋﾟﾝｸから白花へ

本数は。。100本なんてｶﾜｲｲもんじゃなかった。群生地ねぇ　何本？

H型、寒そうに咲くスミレ：ｱｵｲｽﾐﾚ　ありがとうございます。   from  katoh
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2012.4.14(土）
別件で今年も「トクトクブック」をゲットに,冷たい雨の降る中、１号路～薬王院周辺へ。

サクラ、ミツバツツジ、ヤマルリソウ、ミミガタテンナンショウと？？スミレです。
この「？？スミレ」は　『ナガバノスミレサイシン（長葉の菫細辛）』のようです。（坂内様
より） 4/19修正。             from  itoh

2012.3.25(日）
高尾山口駅前での「一日案内」（都レンジャー主催）が都合により中
止になり、
富士を眺めながら　景信山～小仏城山～一丁平～高尾山へ。
                                               　from   itoh
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2012.4.29(日）新人歓迎登山 
■参加者　16名（内新人　川原田、斉藤、内藤、杉山さん） 
5ﾁｰﾑに分け、ＧＷで混み合う山内を歩く。 
池田ﾁｰﾑは病院横～２号路～3号路～山頂。 
PMはﾊﾟｰｸﾎﾞﾗさんと合同で６号路下山口でﾙｰﾄ案内。 
”一寸寄り道”は旧人４名+旧新人?１名でｷﾘﾝ+高尾山地酒+カツ煮で反省会.
お疲れさまでした!!         from   itoh

　【モニタリング研修】 
■2012.4.23(月）　13：00～16：00 
■日影沢保護地 
■講師：首都大学東京大学院理工学研究科　加藤英寿先生 
■参加者：奥多摩Ｒ--5名、高尾Ｒ--4名、　高尾ＳＲ---小林会長、他　計７名 
ンジャーとサポレンのモニタリング方法を紹介し、 調査方法、情報発信の方法等、
貴重なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく。   雨中３時間お疲れ様でした！。 
◆追記（右下写真）　4/22火災発生。ﾄｲﾚは使用不可ﾃﾞｽ。  from itoh
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2012年05月04日　9時30分～16時00分 
自主巡回　高尾山内　特別活動 
山頂で、雷大雨、ボランティアルームを
借り歴史チームによる高尾の花から万葉集の世界に浸る楽しい時へと導いて頂きました。
高尾駅では見事な虹に会えてラッキー☆

皆様へ　お届けいたします。ありがとうございます。       from  katoh

2012.5.4（金） 
自主巡回　高尾山内　特別活動  参加者：　８名　（大谷ﾘｰﾀﾞｰ) 
「万葉の花」を念頭に巡回。 
①--きれいになりました！。 ②--この花の名？----神奈川をさ迷い筑波へ辿りつく。 
　　【ツクバキンモンソウ（筑波金紋草）】 
午後はﾘｰﾀﾞｰから　”万葉の花”　の講義。 
「　我が背子に恋ふとにしあらし　みどり子の夜泣きをしつつ寐寝（いね）かてなくは」
　しばし、”万葉ロマン”の旅でした。       from  itoh
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2012.5.19（土）【水環境調査】
■参加者　都ﾚﾝｼﾞｬｰ、ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾗﾝﾃｨｱ、高尾SR 4名
■調査場所　6号路、　日影沢周辺
　　　（2ｸﾞﾙｰﾌﾟに分け各ｺｰｽ調査）
★写真は日影沢林道脇の湧水の水量の状況 　--昨年の9/10は台風の後で水量増。
　今回は通常の状態のようです。
　新緑の中でチョウが舞い、ウグイスがさえずり、PH測定器のﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞもあり、
楽しい”水仕事”でした。                from  itoh

2012/05/19（土） 水環境調査sono2

ありがとうございました。
>楽しい”水仕事”でした。
ほんとねぇ♪　

日影沢パークさんらの声から　　水商売　　っ＾＾ネーミング♪

＾＾皆様お疲れさまでした。      from  katoh
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2012/05/20(日) 09時00分～　ＪＲ高尾駅北口～日影沢～八王子管理道・・・・・
☆自主巡回　裏高尾　特別活動含む　・コドラート・植生・開花各調査
昨日は、お疲れさまです。
・コド入口川渡る辺りには、山菜取りのシーズンらしい・・見事な収穫後を早見つけましたねぇ。
・日影沢（コドラート調査）は、坂内氏の新製品開発により　何かと変化あり＾＾。
（土砂等の流れる場所は、今回から中止となりロープ等撤去しました。 ）
                                from         katoh

2012/05/20(日) 　開花植物調査　ありがとうございます。
5月に会いたい花　と語る　
　　＾＾☆美しい～あなた☆に会えました♪ さて　・フナバラソウ　・タチガシワ
＾＾どちらが　どっちかワカリマスカ？
まさか～～・・。逆にーー。
　　　撮影したりしませんよねぇ＾＾くくく。

　春植物は・・近くで違う花が咲いていたりねぇ（注意）　
と　肝に銘じ　翌日再確認！失敗あって学びあり＾＾
　ｸﾜｶﾞﾀｿｳは、淡いﾋﾟﾝｸの子です。  
                         from  katoh
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2012.6.10(日）　自主巡回　北高尾 
◆参加者　6名 
◆ｺｰｽ　　ﾊﾞｽ停大下～小下沢林道～関場峠（昼食）～夕やけ小やけ分岐 
～夕やけ小やけバス停（約5時間）
①　ﾔﾌﾞﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ　　②　ﾐｿﾞﾎｳｽﾞｷ　③ﾔﾏﾀﾂﾅﾐｿｳ ④　ｺｱｼﾞｻｲ 
　関東地方は9日に梅雨入り。
　お疲れ様でした。 
　一日雨に降られずに "ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ" で良い汗をかきました!   from  itoh

2012/06/17(日) お天気に恵まれました。参加者 4人 
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）
遅くなりました。すみません　

帰り道　6号路へ　せっかく　の　セッコク・・・・　携帯撮影しかなく？？みえますか～ぁ？
お疲れさまでした。もう1週間です。明日皆様お会いしましょう♪  
                                    from katoh
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2012.06.24(日）　自主巡回　南高尾
◆参加者：14名
◆ｺｰｽ：　高尾山口駅～四辻～草戸山～峰の薬師 ～三沢峠～梅の木平～高尾山口駅
◆所要時間：　約5.5H/11Km
　　　3班に分け移動。
①四辻から　かたらいの路に入る。②～　精鋭の作業班が大活躍！③草戸峠から何処を望む
④城山無線中継所の横を行く ⑤ホタルガ　　⑥ヤマホタルブクロ
⑦駅前で　”有志のかたらい”　　反町さんお疲れさまでした！ from  itoh
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2012/06/24(日）自主巡回　南高尾

ｻﾝｺｳﾁｮｳ撮影隊にその赤い人動かないで！誰・・？そんな声が飛び足を止め＾＾囀り聞えました
。つきほしひ・・？ほいほいほい？

写真は、葉の裏から見てる　右上　ヤブムラサキ　、似てるもの右下　おそらくコムラサキシキブ？
外側　茶色いのは　ツチアケビ　城山湖
他皆の活躍写真＾＾お疲れ様でした。    from katoh
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2012/7/7(土）    雨時々曇り
別件で「薬王院」へ。 ◆雨の紫陽花　女坂  ◆何処へ行くカタツムリ    from itoh

2012.7.14(土）　緑ボラ養成講座　基礎講習
■参加者：　事務局（環境局　1名+SR１名）
都ﾚﾝ　2名、受講者13名、SR 6名 ■ｺｰｽ：清滝～1号路～山頂VCにて講義～6号路～清滝
＜今日の花＞
①何やら奇抜な色、形！？---「ﾐﾐｶﾞﾀﾃﾝﾅﾝｼｮｳ」 ②☆☆☆お待ちしてました！--「ｲﾜﾀﾊﾞｺ」
③ﾔﾌﾞｶﾝｿﾞｳ
『自然公園とその管理』講義
あらためて勉強させていただき、有難うございます。
解散後、”熱中症対策”　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＞

2012/7/22(日）
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)

曇りから霧へ　涼しい一日。お疲れ様でした。開花植物多し　クルマバナ、ヒメヤブラン
、シオデ、キツリフネ                       from katoh

2012/7/22(日）
自主巡回、開花植物調査
白花：オカトラノオ　赤紫：ミヤマタニワタシいい色の花がひっそり咲いていました。

側溝掃除ゴミ拾いありがとうございました。
他 倒木あり、柵壊れありました。        from  katoh
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＜高尾サポートレンジャー会　ＭＹ　アルバム＞

2012.7.29（日）　奥多摩SRとの交流会
◆参加者：OSR 10名、　TSR 10名
◆ｺｰｽ：　関東ふれあいの道「歴史のみち」
　武蔵五日市駅----上川乗B停着～浅間嶺（昼食）～択沢の滝入口B停
　　全長約8.0km/　約５時間
　浅間嶺までの汗だくの2時間、水分補給とＳさんの梅干しで生気がよみがえる
。
①　ティッシュが巻き付く！？-----「アゲハモドキ」の幼虫だそうです。
②下りは、「ヤマユリ」の香に触れながら進む。

　懇親会もあり、ありがとうございました！

                                                    from  itoh
 



◆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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