2019年度高尾森林ふれあい推進センター 森林ふれあい推進事業イベント
森林インストラクター東京会
イベント名
①春の香りに誘われて～スミレやフタバアオイが
ひっそり咲く日影沢へ

②陣馬・景信・高尾の三山踏破

③セッコクと初夏の草花を訪ねて

④高尾山 初夏の親子自然観察会

⑤新緑の景信山を訪ねて！
若葉の息吹を感じる爽やかハイク

⑥もう一つの高尾・南高尾山稜を訪ねる

⑦小下沢の渓流ジャブジャブ歩き

⑧静かな北高尾初秋ハイキング

⑨秋の花を探そう 裏高尾・爽やかハイキング

⑩爽快！秋の奥高尾 静寂の林道ハイキング

⑪高尾山 樹木ウオッチング＆ハイキング

実施日

参加費

募集人員

問い合わせ先

1,700円

30名

4月18日 （ 木 ）

スミレやニリンソウ、フタバアオイ等春の香りに包まれた日影沢林道から一丁 集合：JR高尾駅北口 8時40分
平、そして太陽の降り注ぐ南斜面へ春の高尾を歩きます。
解散：ケーブル高尾山駅 15時30分
4月4日 （ 木） 日影沢林道、一丁平、富士見台園地、薬王院

林 公康
080-3003-2347
nekomorebi@jcom.zaq.ne.jp

爽やかな新緑の三山を縦走します。行程16キロの山道を約7時間かけて歩き 集合：JR藤野駅 7時50分
ます。
解散：ケーブル高尾山駅 16時30分
4月24日 （ 水） 藤野駅、和田バス停、陣馬山、景信山、高尾山

1,700円

5月8日 （ 水 ）

30名
（健脚向）

平野裕也
090-7284-7264
hiroh@31pc-seijo.com

1,700円

30名

5月22日 （ 水 ）

高尾山に咲いている野生のラン、セッコクを鑑賞したり、初夏の草花を訪ねな 集合：高尾森林ふれあい推進センター
がら自然の中でハイキングを楽しみます。
9時00分
解散：ケーブル高尾山駅 15時00分
5月8日 （ 水） 6号路、高尾山頂、4号路、ケーブル高尾山駅

永井和久
090-1044-5739
nagaikazu2001@dj9.so-net.ne.jp

6月2日 （ 日 ）

森の中の虫や鳥や草花を観察しながら、谷川の飛び石を通って、夏を迎える 集合：高尾森林ふれあい推進センター
高尾山に登ります。
9時00分
解散：林野庁慰霊碑前広場 15時00分
5月18日 （ 土） 6号路、高尾山頂、林野庁慰霊碑前広場

大人1700円
子供500円

50名
（親子）

藤岡 眞
090-1665-4589
fitoyako31@gmail.com

1,700円

30名
（健脚向）

6月7日 （ 金 ）

新緑の森は花ざかり、いくつ見つけられますか。登山道から素敵なザリクボ滝 集合：JR高尾駅北口 8時50分
が現れます。ケヤキの大木につつまれて景信山へ。景信山から富士山・大
解散：小仏バス停 15時30分
山・高尾山・スカイツリーなどの眺望を楽しみます。歩行距離約11km
5月24日 （ 金） 小下沢林道、景信山、小仏峠、小仏バス停

丸山 正
090-8728-1007
tadashi.maruyama@pony.ocn.ne.jp

南高尾風景林（レクリエーションの森）は山並も大きくスケール感があります。 集合：JR相模湖駅 8時20分
〝もう一つの高尾”にふさわしく、植物も豊富で訪問者も少なく、じっくり植物観 解散：高尾森林ふれあい推進センター
15時00分
6月27日 （ 木） 察や風景、森林浴を楽しむことが出来ます。
歩行距離約10km
大垂水峠、大洞山、西山峠、三沢峠、梅ノ木平

1,700円

30名
（健脚向）

長谷川 守
090-6946-7897
ku-go.6804da@nifty.com

大人1700円
子供500円

50名
（親子）

石川雄一
090-6177-4020
amelieamelie92@gmail.com

夏から秋へ森の樹木は変化しています。自然を観察しながら大きく歴史を変え 集合：JR高尾駅北口 7時45分
た強者どもに思いをはせて歴史の地へと歩きます。歩行距離約10km、5時間、 解散：八王子城跡管理棟前 15時00分
8月20日 （ 火） アップダウン有
パウロの森、滝の沢林道、板当峠、八王子城跡

1,700円

30名
（健脚向）

望月政雄
090-4846-9159
haretasora58@jcom.home.ne.jp

裏高尾で、控えめに咲く秋の花々を探し、その可憐さ、秘めやかな美しさを愛 集合：ＪＲ高尾駅北口 8時40分
でつつ、爽やかな秋の佳き日を愉しむハイキングです。秋に咲く花の種類の多 解散：ケーブル高尾山駅 15時30分
9月6日 （ 金） さにきっと驚かれることでしょう。
日影沢、一丁平、富士見台園地、薬王院、ケーブル高尾山駅

1,700円

30名

廣川妙子
090-2147-4386
takusan.hana@tbd.t-com.ne.jp

高尾山南東斜面の尾根道と高尾林道には照葉樹林が、北西斜面には落葉広 集合：京王高尾山口駅 9時00分
葉樹林が広がり高尾山の植生の豊かさを観察していただきます。特に高尾林 解散：ケーブル高尾山駅 15時30分
9月9日 （ 月） 道は人が少なく静かで草花も色々観察できます。歩行距離約12km
稲荷山コース、高尾林道、森林ふれあい館、学習の歩道、薬王院

1,700円

30名
（健脚向）

有村英信
080-3480-9389
forestarimura@gmail.com

高尾の森 こんなに樹木の種類が多いのは何故でしょう。南東斜面の照葉樹 集合：京王高尾山口駅 9時00分
のカシ類や、北西斜面の落葉広葉樹のブナを訪ねます。高尾山からの眺望も 解散：ケーブル高尾山駅 15時00分
楽しみます。
10月2日 （ 水）
歩行距離約6km
稲荷山コース、高尾山頂、4号路、ケーブル高尾山駅

1,700円

30名

丸山 正
090-8728-1007
tadashi.maruyama@pony.ocn.ne.jp

7月11日 （ 木 ）

7月13日 （ 土 ）

9月3日 （ 火 ）

9月20日 （ 金 ）

月
9月23日 （ ・ ）
祝

10月16日 （ 水 ）

申込締切日

イベント内容

集合/解散場所と時刻

午前中は、平坦な林道を昆虫や花・実など観察しながら景信山登山口広場ま 集合：ＪＲ高尾駅北口 8時45分
で森の中を歩きます。午後は、小下沢の渓流をジャブジャブ歩き・渓流の水生 解散：梅の里入口バス停 15時30分
6月29日 （ 土） 生物を観察します。
小下沢林道、景信山登山口広場

イベント名
⑫高尾山 秋の親子自然観察会

実施日

10月20日 （ 日 ）

申込締切日

イベント内容

集合/解散場所と時刻

色々な木々や草花や虫たちを見つけながら、いろはの森コースを通って秋の 集合：ＪＲ高尾駅北口 8時30分
高尾山に登ります。
解散：林野庁慰霊碑前広場 15時00分
10月5日 （ 土） 日影沢キャンプ場、いろはの森コース、高尾山頂、4号路、林野庁慰霊碑前広
場

参加費

募集人員

大人1,700円 50名
子供500円 （親子）

問い合わせ先

藤岡 眞
090-1665-4589
fitoyako31@gmail.com

四国八十八か所の札所に見立て、高尾山内に建立されているお大師様を一
番から八十八番まで順番に高尾山の地形・地勢・植物を観察しながら巡りま
す。
11月12日 （ 火 ） 10月29日 （ 火） 歩行距離約11km
清滝、琵琶滝、十一丁目茶屋、奥の院、蛇滝、金毘羅台、不動院

集合：京王高尾山口駅 9時00分
解散：ケーブル清滝駅前 15時40分

1,700円

⑬高尾山の寺社林を歩く～高尾山内八十八大師
を訪ねる～

30名
（健脚向）

福田正男
080-3410-9883
forestfukuda@gmail.com

⑭高尾山の紅葉ハイキング～モミジの紅葉とブナ
の黄葉を観賞～

モミジの紅葉と樹齢250年ともいわれるブナの黄金色に輝く黄葉を観賞し、ビ
ナンカズラやノイバラの赤い実を観察しながらハイキングを楽しみます。
11月6日 （ 水） ケーブル清滝駅、4号路、高尾山頂、一丁平、日影沢キャンプ場

集合：京王高尾山口駅 9時00分
解散：日影沢キャンプ場 15時00分

1,700円

30名

山口 茂
090-1600-8223
yama265.6@nifty.com

1,700円

30名
（健脚向）

石川雄一
090-6177-4020
amelieamelie92@gmail.com

1,700円

30名

槙田幹夫
090-2440-0724
mikio.makita@jcom.home.ne.jp

江戸時代の宿場（甲州道中・小原宿）で歴史を感じて、行程10kmを約5時間か 集合：JR相模湖駅 9時00分
けて歩きます。
解散：ケーブル高尾山駅 15時30分
1月6日 （ 月） 相模湖駅、小原本陣、小仏城山、一丁平、高尾山頂、ケーブル高尾山駅

1,700円

30名
（健脚向）

宮崎 健
080-5451-1644
kojirojunior@gmail.com

冬の高尾山ならではの魅力を楽しみます。稲荷山コースで植物の冬のたたず 集合：高尾森林ふれあい推進センター
まい（樹木、冬芽、果実、鳥など）を観察し、山頂で雪景色の雄大な富士山に 9時00分
1月23日 （ 木） いにしえの感動を体感し、薬王院でその歴史や文化を学ぶ山歩きです。
解散：ケーブル高尾山駅 14時30分
稲荷山コース、高尾山頂、1号路、薬王院、ケーブル高尾山駅

1,700円

30名

後藤裕子
080-5522-0275
hirocorochan042@yahoo.co.jp

北高尾の森で早春の木々の芽吹きやスプリングエフェメラルなどを観察しなが 集合：JR高尾駅北口 8時00分
ら、里山・尾根道・沢筋の道を歩きます。五感を研ぎ澄ませ春の兆しを感じても 解散：木下沢梅林前 15時00分
2月26日 （ 水） らいます。歩行距離約6km
パウロの森、滝の沢林道､景信山登山口広場、小下沢林道

1,700円

30名

入江克昌
080-4361-8114
forestkirie@gmail.com

⑮奥高尾 初冬の眺望を楽しむハイキング

⑯氷の華「シモバシラ」と富士山の展望を楽しむハ
イキング

11月20日 （ 水 ）

空気の澄む初冬に小仏バス停から景信山に登り、小仏峠、小仏城山に至りま 集合：ＪＲ高尾駅北口 8時30分
す。下りは小仏城山北東尾根を日影沢に歩きます。景信山の登りではツルリ 解散：日影沢カツラ林広場 15時00分
ンドウの赤い果実が、小仏城山からの下りでは、マルバノホロシ、センブリ等
12月4日 （ 水 ） 11月20日 （ 水） が楽しめ、ダンコウバイの黄葉が一段と美しいです。
歩行距離約10km
小仏バス停、景信山、小仏城山、日影バス停

12月25日 （ 水 ） 12月11日 （ 水）

⑰相模湖から小仏城山を経て高尾山頂へハイキン
1月20日 （ 月 ）
グ

⑱魅力満載・冬の高尾山を歩く

2月6日 （ 木 ）

⑲春の健康ハイキング～北高尾の森で春を探そう
～

3月11日 （ 水 ）

⑳高尾山 春の親子自然観察会

3月15日 ( 日 )

秋に白いブラシのような花、冬に芸術的な氷の華を咲かせるシモバシラ。その 集合：ケーブル清滝駅 8時20分
氷の華「シモバシラ」を楽しみ、雪を纏った富士山を展望するハイキングです。 解散：ケーブル高尾山駅 14時30分
ケーブル清滝駅、高尾山頂、もみじ台、一丁平、ケーブル高尾山駅

芽を伸ばし始めた木々、咲き始めた草花、動き始めた虫たちを探しながら、稲 集合：高尾森林ふれあい推進センター
荷山コースを通って春の高尾山に登ります。
9時00分
2月29日 （ 土） 稲荷山コース、高尾山頂、4号路、林野庁慰霊碑前広場
解散：林野庁慰霊碑前広場 15時00分

梅ノ木平に群生するカタクリの花を観賞し、南高尾尾根では陽だまりにひっそ 集合：高尾森林ふれあい推進センター
りと咲くシュンランを探しながら、春を待ちわびている草花の芽のふくらみを観 9時30分
㉑カタクリ・シュンラン・ベニシダレザクラを訪ねる春
察。最後に豪華絢爛たる高楽寺のベニシダレザクラを堪能します。
解散：JR高尾駅 15時30分
3月27日 （ 金 ） 3月13日 （金）
風ハイキング
尾根道でのアップダウン有、歩行距離約8km
梅ノ木平、南高尾尾根道、高楽寺

特別企画 国民の祝日「山の日」
まるごと！高尾山GREEN CLEAN作戦

＜申込方法＞

森林インストラクターと一緒に、高尾の自然に親しみながらボランティアで登山
道のゴミを拾うエコハイキングです。登山口4か所から一斉にスタートし頂上で
合流します。ゴールは高尾森林ふれあい推進センターです。
日
8月11日 ( ・ ) 7月27日 （土） ①琵琶滝コース
②稲荷山コース
祝
③いろはの森コース
④日影沢コース

1,700円

30名

集合：
大人500円 各コース
①と②高尾森林ふれあい推進センター9
20名
時00分
高校生以下
③と④JR高尾駅北口8時30分
100円
解散：高尾森林ふれあい推進センター15
時30分

①申し込みはひとつのイベントごとにお願いします。
②往復はがきの場合は「イベント名」「住所」「氏名（ふりがな）」「年齢」「性別」「電話番号と別途緊急連絡先」をご記入の上
〒193-0844 八王子市高尾町2438-1 高尾森林ふれあい推進センター宛お送りください。
③メールの場合は同じく「イベント名」「住所」「氏名（ふりがな）」「年齢」「性別」「電話番号と別途緊急連絡先」をご記入の上
「問い合わせ先」のメールアドレスにお送りください。
なお高尾森林ふれあい推進センターHPからもご覧になれます。
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html

大人1,700円 50名
子供500円 （親子）

藤岡 眞
090-1665-4589
fitoyako31@gmail.com
高橋喜蔵
090-5520-4760
kzo-tkhs@cl.cilas.net

入江克昌
080-4361-8114
forestkirie@gmail.com

