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石神井川ウォークの案内  

武蔵関公園～石神井公園 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

   

    

  白石 琇朗                        

 

 

  呑川の会、恒例のお花見ウォークを今年は次の通り、実施いたします。会員は勿論、会員以

外の方も広く参加くだされば大歓迎です。是非ご参加ください。 

 

＊集合日時：4 月７日（土）10 時・西武新宿線 東伏見駅南口 

＊解  散：15 時・西武池袋線 練馬高野台駅 

＊散策順路：歩程・約８キロ （石神井公園駅・約７キロ） 

＊雨 天 時：朝のみ雨、途中からの小雨は歩きます。連絡：白石 090-6044-7275 

 

→→→→    早大東伏見運動場早大東伏見運動場早大東伏見運動場早大東伏見運動場    →→→→    石神井川石神井川石神井川石神井川    →→→→    武蔵関公園（富士見池）→武蔵関公園（富士見池）→武蔵関公園（富士見池）→武蔵関公園（富士見池）→    石神井川石神井川石神井川石神井川    

桜並木桜並木桜並木桜並木    →→→→    西武新宿線踏切（武蔵関駅）→西武新宿線踏切（武蔵関駅）→西武新宿線踏切（武蔵関駅）→西武新宿線踏切（武蔵関駅）→    関新橋関新橋関新橋関新橋    →→→→    日之出橋日之出橋日之出橋日之出橋    →→→→    西豊城橋西豊城橋西豊城橋西豊城橋    

→→→→    扇橋扇橋扇橋扇橋    →→→→    遊歩道（桜並木）→遊歩道（桜並木）→遊歩道（桜並木）→遊歩道（桜並木）→    松之木橋松之木橋松之木橋松之木橋    →→→→    三宝寺三宝寺三宝寺三宝寺    →→→→    三宝寺池（昼食）→三宝寺池（昼食）→三宝寺池（昼食）→三宝寺池（昼食）→    

石神井公園（石神井池）石神井公園（石神井池）石神井公園（石神井池）石神井公園（石神井池）    →→→→    石神井川石神井川石神井川石神井川    →→→→    練馬高野台駅練馬高野台駅練馬高野台駅練馬高野台駅    

  

  石神井川の源流は小金井公園で、田無駅のそばを西武新宿線に沿って柳沢駅から青梅街道を横

切り、東伏見稲荷神社の脇を流れます。今回は石神井川の上中流の緑豊かな３っの池を巡って、

満開の古木桜と散りゆく花を愛でるウォークです。途中の「さくらの辻公園」の川面に垂れてい

る桜の古木は、川の拡幅のため今季限りで伐採されると近隣の人が嘆いていました。これで見納

めです。        

  三宝寺を拝観して、中世の豊島氏の石神井城跡でもある公園で昼食します。お弁当は途中で購

入できます。 

 

 

 

 

 

 

のののの    みみみみ    がががが    わわわわ    

2012 年 3 月 19 日発行（通算第 64 号） 
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発行  大坪庄吾方 呑川の会 

呑川の会 e-mail s.ootubo@nifty.com 

呑川の会 HP http://home.m00.itscom.net/nomigawa/ 

高橋会員 HP http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 
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未改修区間の改修工事が完成 

   

 

                           福井 甫 

 

 

 長年の間、新幹線下流側の鋼矢板そのものがむき出しの赤茶けた護岸の補強・改修工事がこのほ

ど完成し、今は白く輝いた護岸になっている。また本村橋・道々橋付近から下水道横断地点までの

川底が土・石状の広い滞水地帯もなくなり、見た目にはきれいに見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真１ 改修工事前                 写真２  改修工事後 

 

         いずれも奥の橋は道々橋、手前に洗足流れの旧流入口が見える 

 

 今回の改修工事については当会から具体的な要望もし、担当の第二建設事務所でも例えばつぎの

ような新しい試みがいくつか見られた。そのような点で二建でも生きものに対する配慮はされてい

ると思う。 

１ 河床の両側に幅 50 センチほどのツルヨシ、     

マコモの生育する植生帯を設け、植物の生育  

に配慮しているとともに、部分的に植生帯を 

切り、魚の休憩・避難場所となるわんどにし 

ていること。  （写真 ３ 参照） 

 

２ 川の中の湧水工を既設のものより広くしたこと 

 

３ ところどころに石をちどり状に配置し、水流 

に変化をつけたこと（写真 ４ 参照） 

 

４ 道々橋下流側に川幅全体、長さ 20ｍにわた  

り、計画河床から５０cm 下げた滞水帯を設けたこと 

                       

      

 

写真 ３ カルガモが見える 
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船に乗って呑川ウォッチング 

 

  しかし今回の改修工事よる最大の変

化は洗足流れの旧流入口の真下を横断し

ている下水道の防護コンクリートが削ら

れ、フラット化し、そのため 50 センチ程

度の落差工とその前後の滞水地帯がなく

なったことだろう（写真１，２参照）。こ

れまで防護コンクリートの上流側は川底

に土が堆積していたため、カナダモ等の藻

類、およびウナギの成魚が生息していた。

また防護コンクリートの落差工のため遡

上してきたハゼ、マルタ、ボラ等の稚魚は

落差を超えられず、上流側に稚魚がみられ    写真 ４   

なかった原因であったが、落差工の手前に滞水地帯があったため、逆にそこまでは遡上でき

たと言ってよい。私たちは落差工はそのままにし、落差工には魚道を設置し、稚魚の遡上も

可能にする工法を要請してきた。 

   それが今回の改修工事により落差工がなくなり魚が遡上する環境がよくなったのか、落差工

の撤去後、上流側に魚あるいは稚魚を捕食するコサギが見られたという報告もある。一方確実

に藻類・ウナギの生息環境は劣化している。 

   現在は冬季で稚魚のいる季節でない上、下流の仲之橋で橋の架け替え工事が魚を遠ざけてい

る。従って魚に対する影響はもう少し長い期間、継続して観察する必要がある。さらに藻類、

ユスリカ、トンボ、野鳥等々に対する影響についても今後とも継続して観察していきたい。 

  

 

 

 菱沼 公平 

 

    

昨年 12 月 3 日(土)に予定して      

いた、Ｅボートによる呑川ウオッチ

ング（水上からの呑川観察）が、雨

のため中止になってしまいました。

そこで大田観光協会と相談し再度

計画することになりました。そこで

2 月 25 日（土）に再度行う事を決め

ました。しかしこの時期Ｅボートを

所有する勝島運河クラブは既に行

事が組み込まれ、Ｅボートの使用が

不可能になりました。せっかくの企

画なので何とか実現させたいと、観

光協会栗原事務局長の協力で「まる

八」さんの小型動力船での呑川ウオッチングを実施することにしました。 
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湧水跡に記念レリーフできる 

 しかし今度も天気予報で「雨」の予報が出されたが、何とか実施したいと考え、岡会長がまる八

さんと協議して、雨天の場合は屋形船を出してくれることになり実施が決定しました。 

 当日結構な雨の中、集合地点でどれだけ集まってくれるか不安の中準備をしながら待っていると

傘をさしながら続々と参加者が 20 名集まってくれました。イアーホーンガイドを渡し、雨の中出

発しました。イアーホーンガイドで説明をしながら三原通り、内川遊歩道を通りまる八さんに向か

いました。屋形船に乗船しふるさとの浜辺公園を見ながら海老取川を通り呑川に向かいました。呑

川には両側に多くの係留船あり、大型の屋形船では方向転換が難しいと思われました。船は最初の

旭橋を潜り次の籐兵衛橋で遡りました。そこから引き返し海老取川、多摩川に出て空港を見ながら

引き返しました。帰りは海老取川から昭和島と京浜島の間を通りまる八さんに戻りました。途中干

潟に多くの水鳥が集まり一斉に飛びたったり、舞い降りたりする姿に歓声が上がりました。 

 下船後、部屋を借りて呑川ネットの高橋さんから呑川の話をスライドで行いました。遅れて参加

した 1 名がここで話だけに参加しました。 

 参加者からの感想は「違う角度から呑川を眺めて、面白かった」「鳥がたくさん見らて良かった」

「説明も楽しく聞かせて頂き、参考になりました」「呑川は汚かった」「雨になると呑川から嫌な臭

いがします」「お天気の良い日に又歩きたいと思います」「身近な川なのに良く知りません。勉強の

取っ掛かりになりました」「船の係留が多かった」「不法（？）の横暴さが苦々しいです」「これか

らもこの様なイベントに参加させて頂きた

いと思います」 

 これ以外にも様々な感想が寄せられまし

たが、ここでは割愛させて頂きます。 

 私達呑川ネットは、呑川の美化と、上流

まで魚や多の生き物ガ生息できる環境を整

え、区民に親しまれる川を目指して努力し

ていきます。 

 今後ともみなさまのご支援、ご協力を宜

しくお願い致します。以上 

 

                                 呑川河口付近から上流を望む 

 

 

大坪 庄吾 

  

大田区久が原 2-4-10 の中島

正治家には、呑川沿いに畑があり、2002 年まで利用し、そこには写真のような洗い場がありま

した。2010 年この畑は利用しなくなったため売りに出され、その土地に 2011 年から「クリオ久

が原」というマンションが立ちました。建設にあたり、もと「洗い場」をなんとか保存してほし

いと要望してきました。 

その結果、入口付近に写真のような記念レリーフが設置されまた。 

 私たちの要望とはやや違ったものとなりましたが、記念レリーフが設置され、「この水の由来」

という解説板が置かれ、井戸水を利用した流れが作られました。 

マンション入り口まで行けば誰でも見ることができます。 
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この水の由来 

世田谷区内の桜新町付近をその水源とし、大田区をほぼ縦貫して東京湾に注ぐ呑川。 

久が原周辺は、明治以前から大正初期までほとんど水田であり、 

この地域の水田はすべて呑川の道々橋付近から取水した用水を利用していた。 

大正中期から昭和初期の耕地整理により、水田から畑に変わった後、 

当地主の中島家は湧水や井戸水を農作業に利用していた。 

本物件「クリオ久が原」において、ここに記念レリーフとして残すものとする。 

平成 24 年 2 月 寄贈    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         福井 甫  

 

 

 雪谷小学校ではこの冬 始めて冬の「ワクワク教室」を実施し、呑川の会は、次のような形で参

加した。 

   実施日時     12 月 24 日 13 時から 15 時 

テーマ      呑川博士になろう 

具体的な内容   呑川の雪小から本村橋往復のウォーキングと呑川についての話し 

 子どもの参加人数  5 名  呑川の会からは大坪、工藤、古海のみなさんと私 

 ウォーキングでは野鳥ではカルガモだけでなく冬鳥のオナガガモも見られた。しかし魚は本村橋

雪谷小学校 冬の「ワクワク教室」に参加 

１９６０年代頃の１９６０年代頃の１９６０年代頃の１９６０年代頃の    

中島家中島家中島家中島家    洗い場洗い場洗い場洗い場 

記念レリーフ記念レリーフ記念レリーフ記念レリーフ 

「「「「クリオ久が原クリオ久が原クリオ久が原クリオ久が原」」」」    

全景全景全景全景 

 同同同同    碑文碑文碑文碑文 
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呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

        第 14 回 大島ざくら 

の下に魚キラーを設置したにもかかわらず、餌のアカムシがきれいに無くなっていただけで、収

穫はゼロ。冬だから稚魚は無理かもしれないが鯉、手長えびもいない。魚が取れれば子どもたち

の印象も違ったと思うので残念だった。 

 

  「ワクワク教室」への参加団体は７グループ。他には「アロマレッスン」、「ミニだこで遊ぼう」、

「お正月遊び、お餅つきを楽しもう」、「ビーズアクセサリー教室」、「空缶で作るお正月花を楽し

もう」、「空気で遊ぼう」など一緒に何かを作って遊ぶものが多いように見受けられる。延べ参加

児童数 約４００名。 

  ４００名の中、私たちのイベントには５名と残念ですが、５名の中には杉の子さんが２名いた

り、５年生の男子生徒は単独の参加でとても熱心であったり、３年生の二人の男の子も寒いウォ

ーキングも元気一杯で、これからもずっと呑川に関心を持ってくれることを期待したいと思う。 

 

 写真写真写真写真は 昭和３１年の呑川と池上線 

 （雪谷小学校 創立４０年記念誌「ゆき   

がや）から 」 

 手前の橋は木造の二之橋 

 池上線の車体に TKK のマークが見える。 

    TKK を当時は 

   T 高くて 

   K 混んで 

   K 殺される  と やはしていた 

 

 

 

  可 児 昭 雄 

 

 

 

この冬は昨年 12 月から 2 月まで３ヶ月にわたって、「1985～86 年（昭和 60～61 年）のシーズン

以来長期間にわたる低温傾向になった」という気象庁のまとめで分かったと 2 月 28 日付の朝日新

聞に書いてあった。 

 そのため春を告げる梅の開花も 2～3 週間遅れて、卒業式・入学式・入社式の時期に明るく彩る

桜の開花も、間に合わないのではないか 

 呑川沿いのたくさんの桜の開花も遅れるのではないか。呑川の大多数の桜はソメイヨシノソメイヨシノソメイヨシノソメイヨシノである

が、その中に若干見受けられるのが、ソメイヨシノの母親である大島桜・八重桜・枝垂れ桜大島桜・八重桜・枝垂れ桜大島桜・八重桜・枝垂れ桜大島桜・八重桜・枝垂れ桜である。 

 今回は、大島桜大島桜大島桜大島桜を取り上げる。ソメイヨシノとの違いは花の色が白く、葉と同時に花が咲き、結

実する。花見の時は、この様なことを観察しながら歩くのも面白いのではないか。 

 葉は塩漬けして桜餅に使用され、他の桜の葉-には独特の香りが出ないという。 

大島にこの桜が多いことから名づけられた。 
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呑川に合流する「流れ」考 ４ 

        ～九 ～品～ 仏～ 川～ 

呑川沿岸には、「石川台中学右岸（左写

真）」「谷中橋下流左岸」等に見受けら

れる。 

 

 おおしまざくらおおしまざくらおおしまざくらおおしまざくら    

  ・バラ科・バラ科・バラ科・バラ科    

        ・落葉樹・落葉樹・落葉樹・落葉樹    

        ・薪炭用・薪炭用・薪炭用・薪炭用    

        ・工場地帯に・工場地帯に・工場地帯に・工場地帯に    

植えられる植えられる植えられる植えられる    

（写真：白石琇朗） 

 

 

 

 白石 琇朗・寄立美江子 

 

                                                                            

 かつて現在の「矢沢川」「矢沢川」「矢沢川」「矢沢川」上流（用賀付近から流れる）は、呑川支流の呑川支流の呑川支流の呑川支流の「九品仏川」「九品仏川」「九品仏川」「九品仏川」で長い川でし

た。その九品仏川九品仏川九品仏川九品仏川（現矢沢川）の流路は、荏原台の南側縁辺に沿って東南方向へ流下し、等々力渓

谷の地点から東流していた。矢沢川は多摩川に流れている小河川で、等々力不動滝辺りから国分寺

崖線を徐々に北方向に谷頭浸食し、１～２万年前（？）に河川争奪河川争奪河川争奪河川争奪が行われ、矢沢川が九品仏川を
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スタートアップ助成の継続申請が承認さる 

奪取分離し南の多摩川に流路変更した。流量を増加した矢沢川は下方浸食が盛んになり、都内では

珍しい等々力渓谷等々力渓谷等々力渓谷等々力渓谷が形成（深さ 18ｍ）された。九品仏川は、「逆川」「逆川」「逆川」「逆川」（この川だけ西流している）

として一時、奥沢の底なし田圃の水をこの渓谷に注ぎ、浸食作用を更に高めた。逆川は徐々に縮小

して昭和 40 年頃蓋掛けされ、等々力駅の南側に流路跡と標識があり、渓谷のゴルフ橋下方に逆川

の流れの落ち口を見ることができる。 

 標高 30ｍの等高線の間をたどると、等々力駅等々力駅等々力駅等々力駅辺りから東急線に沿って尾山台駅尾山台駅尾山台駅尾山台駅と九品仏駅九品仏駅九品仏駅九品仏駅との

中間地点まで流れ跡の低地が続き、城跡の九品仏浄真寺九品仏浄真寺九品仏浄真寺九品仏浄真寺を囲んで、西・北・東（底なし田圃）と流

れていき、北側の旧湧水路跡は今でも水の流れを確認できる。寺裏には水の流れのある「猫じゃら「猫じゃら「猫じゃら「猫じゃら

し公園」し公園」し公園」し公園」がある。 

江戸時代に底なし田圃の改良で、この公園辺りの土を掘って利用し池ができ、その池を戦後、渋谷

の文化会館を建てた残土で埋め立て公園にしたそうです。この一帯は湧水が多く図面の緑の湧水路

は、はっきり跡が残っています。この先からの九品仏川は、水面は見られませんが桜並木の緑道が

整備されていて、自由が丘駅自由が丘駅自由が丘駅自由が丘駅前の商店街を通り、東急大井町線を３回横切り、緑が丘駅緑が丘駅緑が丘駅緑が丘駅前から呑川

に合流しています。昔の川の流れは屈曲が多く、両側は水田でした。 

 

 

 

 

呑川の会も構成団体である呑川ネットの大田区のスタートアップ助成の継続申請（助成金 29 万

円）が承認され、次の行事を実施することとなりました。 

 その他 呑川の会単独の企画など、盛りだくさんとなりますので、会員の積極的な参加とともに、

新会員の募集などで会員の層を厚くする必要性が痛感されます。 

   5 月または 6 月 呑川生きもの調査  四手網等による呑川の生きもの調査 

     〃     大田区との意見交換会  24 年度上期分 

   9 月～11 月  呑川連続講座の開催 

   11 月     船からの呑川ウォッチング 

    〃     大田区との意見交換会  24 年度下期分 

   来年 2 月   呑川写真展 

                〃     エコフェスタ参加 

            その他    学校行事・学習への協力  

会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い    

  忙しいところお手数をお掛けしますが、まだ本年度会費（2000 円）の未納の方には 

振込取扱票を同封しましたので、振り込まれますようお願いいたします。 

今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール    

        ３月 24 日(土),25 日(日) 呑川写真展（呑川ネット行事）  会場 大田区産業プラザ 

  ４月７日（土）        石神井川ウォーク   第１面記載の通り 

  ４月２１日（土）       呑川の会定例会  会場 蒲田小学校予定 

  ６月２３日（土）       呑川の会総会   会場 蒲田小学校予定 

編集担当編集担当編集担当編集担当                                                                                    福井福井福井福井    甫甫甫甫 


