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（白石 琇朗 記） 

 

 

＊集合日時：4 月６日（土）10 時・西武池袋線 ひばりが丘駅北口    

             バス 1番乗場（ひばり 71・朝霞台駅行）  

＊解  散：15時・東武東上線 朝霞台駅 

＊散策順路：歩程・約８キロ （片山県道・火の見下バス停から） 

＊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 

＊会   費 ： ５００ 円 

＊ ひばりが丘駅   ⇒  火の見下バス停 → 黒目川 → 堀ノ内橋 → 関越自動車道 → 

市営馬場運動場（WC） → 大橋 → 名水百選・妙音沢 → [昼 食]  → 中沢川（右岸）→ 

市場坂橋（吊橋） → 新座市営墓地 → 新座大橋（川越街道）→ 黒目川橋 → 新高橋  →   

桜並木  → 東武東上線  → 桜並木  → 水道橋 → 朝霞台駅 

  

 黒目川の源流部は、小平霊園内の北端部にある「さいかち窪」で、東久留米駅を真ん中に挟ん

で流れている湧水の多い支流の落合川が、西武池袋線を過ぎてから神宝大橋で合流しています。

関越自動車道・川越街道・東武東上線を横切り朝霞市で新河岸川に合流し、荒川に流れ込む一

級河川です。今回は湧水の流入が多い（特に妙音沢）黒目川の中流を、低い堤防の自然な川岸

の草地を歩き、満開の桜を求めて朝霞台駅まで散策します。        

 昼食に適する公園がありませんので、川岸の草地に座って食べます（シート持参）。 

 

（菱沼 公平 記） 

の み が わ 

 黒目川・お花見ウォークの案内 
    ひばりが丘駅 ～ 朝霞台駅 
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  ２月 18 日、大田区役所に於いて第 11 回目の「呑川をきれいにする意見交換会」が開かれた。

出席は環境清掃部環境保全課長、都市基盤整備部都市基盤管理課長、その担当者、呑川流域

のまちなみ維持課、高濃度酸素水流入装置担当の㈱建設技術研究所の担当者です。 

 藤澤計画整備担当係長の司会で進行した。最初のあいさつは大田区から岩田環境保全課長、

呑川ネットからは舘野代表がそれぞれ行った。その後呑川ネットからの質問等に対する文書回答

についての説明が行われた。 

１．高濃度酸素水供給実験施設の実験結果について（スライドで説明） 

実験は、23 年度、24 年度は４～９月に行った。23 年度の結果から、ＤＯ濃度上昇と消泡

のため塔をもう一つ作り改善を図った。上流 150m、下流 100m の範囲で改善が見られた。

しかし夏場及び雨の後も厳しい結果だった。この実験機１台では呑川の浄化はむずかしい。

尚、この１台のランニングコストは、実際の通常運転を考えれば維持管理費を含めて、年

1,000万円程度と思われる。実験機は撤去して京浜島にて保管。 

 当会からは、「ヘドロ対策を行ってほしい」 「ＤＯ計を山野橋下 1 個所でなくその他何カ所

かに設置できないか」 「硫化水素の発生メカニズムに対応した対策を立ててほしい」 「他

地域で行われている水質浄化についての情報を得ているのか」 等の質問が出された。 

水質浄化システムのほか河床整正、下水道対策など複合的対策が求められている等の

回答があった。 

２．「ジェットストリーマー」の効果測定について 

     稼動 14 年を迎える装置の更新を検討する目的で、平成 24 年 10 月に装置の効果測定を

行った。結果は前後 20m程度の範囲において、溶存酸素量の増加、塩分濃度の均一化が

図られており、水流による拡販効果が出ていることが分かった。しかし、水深 1.5m より深い

部分には撹拌効果はほとんどない。今後は高濃度酸素水の浄化施設との兼ね合いを考

慮しながら、より効果が上がる装置になるよう検討する。 

３．ユスリカ捕獲器の実験結果について 

      9 月 18 日より稼働したが、ユスリカの発生が比較的尐ないことから、発生の検証が出来

なかった。結果を判定する“ものさし”が無いので難しい。ユスリカの発生に関しても条件の

違いなどで良くわからない。 

      これに対し会員から「河床の清掃をやめるとユスリカが発生しやすい」  「上流まで魚が

上ってきている。魚が上流に留まれるような魚溜りを作るなどの改善が必要ではないか」

「温度の変化で発生しやすくなるのでは」等の質問が出された。 

４．「おおた未来プラン」等の進捗状況 

     呑 川 緑 道： 平成 21年～24年 約 990m（23年度 73m、24年度 200m） 

     透水性舗装 ：   同   約 7,600ｍ（23年度 1,995m、24年度 680m） 

     道路浸透ます設置：（23年度 37個所、24年度 25個所） 

     河 床 整 正： 23年度 343㎥ 

５．呑川により魚が生息する為の施策について 

      呑川の清掃や水質浄化対策など水質改善対策や水質調査水生生物調査を行ってきた。

静水域の設置など東京都に要望してきた。これに対し会員から「区道などの橋の下は、架
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け替え時に区独自に掘り下げることが出来るのでは」との指摘に、区としては河川の環境

整備は東京都と相談しながら検討するとの答えに終始した。 

６．呑川沿いの遊歩道の整備について 

      呑川緑道については昭和 59年から整備を始め、平成 21年度からは「おおた未来プラン

10 年」の計画事業として呑川緑道の整備を、環境に配慮した透水性・遮熱性舗装などに改

良して風の道を創出するとともに、街路樹の植樹や護岸の壁面緑化を行うなど、東京都と

連携して進めている。歩道を作るには 7m の幅が必要であり、建物の新築・改築の際セット

バックをお願いしている。沿道で自動車を利用している人々がいるので全てを歩行者道路

には出来ない。緑道整備の中で潤いやゆとりを感じられる道路環境づくりを検討していく。 

７．河床修正（しゅんせつ）について 

      今年度は、東京都が現在行っている下流域での防潮堤耐震補強工事の関係で、浚渫

関係の船舶の航行が難しいので実施しない。今後の河床整正は東京都と調整しながら検

討していく。 

８．「犬走り」部の調査について 

      昨年 8 月 1 日に実施した調査では水質は環境基準を達成し、特定悪臭物質は検出しな

かった。犬走りの底質はわずかに硫化水素臭と油臭を感知した。要望の強かった臭気の

強い 4月以降に再度実施するよう検討する。 

９．その他、 湧水の活用として小池の湧水を洗足流れに導入し、呑川に注ぐ事の調査を 25 年度

の予算に計上した。 

   最後に根本都市基盤管理課長が閉会の挨拶を行った。 

    高濃度酸素水供給実験と河床のヘドロ問題などで時間を取り過ぎ、全体的な意見交換が 

出来なかったことは今後の反省点と思われる。     

   

 

 

（白石琇朗・寄立美江子 記） 

 

雪谷地区は池上線が一番高いところを

走り、呑川が一番低い所を流れている。 

流れが２つあり、初めの水神流れは雪

谷大塚駅から線路の１本内側に並行す

る道を行くと、① 尐し低くなっている四つ

角を斜めに小さな階段を下りる細い流れ

跡が目に入る。辿ると下の道の四つ角に

出、② また斜め下に階段で下る流れ跡

を行く。振り返ると階段が滝の流れのよう

に見えて、雪谷渓谷に入り込んだと錯覚                                   

呑川に合流する「流れ」考 ７ 
 

～ 雪谷水神・西ノ橋の流れ ～ 
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する静かな雰囲気だ。 

次の四つ角からは一般道

の左側の歩道が流れ跡だ。

③  左側に情緒ある家が 

目立つ開けた空き地の奥 

が昔の「水神の森」で、突き

当りに水の流れの音がして、

小さな側溝にきれいな水が

見える。ちょうど小学生が    

ザリガニ獲りをしていて、     

ザリガニが一匹捕れていた。    

そこは新幹線の方④ からの細い流れ跡の合流点で、ゆるい坂を下って行くと東調布公園の中に

水の流れがあり、⑤ 呑川の水神橋で合流する。呑川に夏の公園内プールの排水が流れ出る  

大きな口がある。 

 次に呑川を上流方向に雪中を通り過ぎ、⑥ 西ノ橋から雪小の脇の歩道が流れ跡で（一本目の

公園脇の道が改修前の旧呑川）、バス通りを渡り尐し進むと⑦ 右に細い側溝の流れがある。  

⑧ 住宅街の静かな道を行くと、また⑨ 右側に住宅の間を通る側溝が目に入り、右に曲がると 

側溝の続きがわかる。その隣は立派な旧名主さんの家があり、前の細い道を行くと、流れ跡は  

雪谷大塚駅の線路に突き当たる ⑩。 
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（高橋 光夫 記） 

 

春のお花見ウォークは「石神井川・上流」を楽しみましたが、秋はそれに引き続き「中流域」を歩

くことになり、練馬高野台駅（西武池袋線）に集まってスタートです。 

 

川沿いを歩いてまず感じることは、その歩きやすさです。中流域の川沿いの道は、そのほとんどが

車の通らない「遊歩道」になっています。車を気にしなくて歩けるのは、気持ちがゆったりし、自然

に気持ちが川に向かうのです。そして、上流域にあったような大きな公園は尐ないものの、道沿い

に「ひろば」的な緑陰スペースが、たくさん連なっているのです。橋と橋の間にこういうスペースが

無い区間は無いと言っても良い位です。川をのぞくと、「3 面コンクリート河川」にもかかわらず、

「自然河床」のように川底には土砂が沢山あります。 

 

石神井川は「隅田川」に注ぎ込みますが、「隅田川」の砂州の多くは石神井川から運ばれた土

砂と言われますから、源流部から流出してくるのでしょう。そして両岸を見ると水がかぶっていない

部分が多く、大雨でも降らない限り土砂が溜まっているようです。  「自然河床」のような環境が、

植物や野鳥にもやさしい川を作り上げています。 

2012/11/10 秋の都市河川ウォーク 

「石神井川・中流域」を散策 
 

― 人にやさしく、生きものにもやさしい川 ― 
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また、一つ一つの橋が画一的で無く、ユニークなのも特徴的です。この「月見橋」は、大きな月

のモニュメントがあり、橋の欄干にはお月さまにウサギのフェンスターが飾られ、楽しい雰囲気を

かもし出しています。 石神井川は、歩いて楽しい、人と生きものにやさしい川でした。 

（歩いたコースは、前号 66号を参照ください。） 

 

 

 

 （大田 廣 記） 

 

平成24年11月24日(土)、呑川ネット主催による「呑川ウオッチング」が催行されました。 

1. 出航まで 

今回定員を大幅に超える80人以上の方から申込みがありました。最終的には44人が参加。  

やはり乗り物の企画は魅力的なのでしょう。 

集合は、９時半京急平和島駅。 出発後、菱沼さんのガイドで、三原通り（旧東海道）から内川

遊歩道を歩いて行きます。30分ほどで「ふるさとの浜辺公園」にある乗船場に到着、小休止の後、   

船2隻に分乗しました。（呑川ネットからはスタッフとして11名参加、内７名が乗船） 

2. 出航 ～ 解散 

船は大森ふるさとの浜辺公園を右手に見ながら南下。やがて海老取川に入るとすぐに新呑川

の河口で、いよいよ遡行が始まりました。両岸に不法係留船が停まっているため、狭い川が一層

狭くなっています。折しも呑川は耐震補強工事中で作業船が多く、誘導員を間近に見ながらすれ

違います。船は時々止まりながら慎重に進んでいきました。私が乗ったのは１号船。走航中ずっと

菱沼さんが両岸の公園や施設などをガイドしっぱなしで大変そうでした。今回遡行できたのは夫婦

橋の手前まで。船はそこでUターンして河口まで戻り、今度は海老取川をさらに南に、多摩川河口

まで進みます。多摩川の河口は幅500メートルもあり、呑川の後では外洋に出たような気分です。

波はありませんでしたが、ちょっと風が冷たくなってきました。船上を見回すと、ショートパンツ姿の

姉妹がお母さんのハンカチをヒザに掛け

て寒そうにしていました。毛布などの備え

がなかったので手持ちの服をお貸ししまし

たが、このあたり事前の注意喚起（服装な

ど）が必要だと感じました。 

船は再び海老取川を戻り、約1時間半の

ツアーは終了。 

高橋さんから「呑川の生き物」について

30分ほどレクチャーがあった後12時半頃

に解散しました。 

3. 参加者兼スタッフとしての所感 

2012年 11月 24日（土） 

船２艘による「呑川ウオッチング」 
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良かったことから挙げれば、何といっても「都市河川での船遊び」という非日常的な体験ができ

たことです。家族連れが多かったこともよかったと思います。「川で遊ぶのは楽しい」と全員が感じ

たのではないでしょうか。しかし、いくつか気になることもあり、一つは安全面の配慮です。万一事

故があった時には必ず主催者としての責任が問われることになります。今後は事前に「リスク管理」

について打ち合わせをしてほしいと思いま

す。もう一つは、プログラム面のことです。

水上ならではの見どころを乗船前にインプ

ットしておけると、一層期待感が高まった

だろうと思います。 今回のルートでいえ

ば海老取川にある羽田可動橋（写真左）

などはその好例です。可動橋自体大変珍

しい存在ですが、それが使われていないと

いうのも珍しく、興味津々です。我々はつ

い呑川のことだけを考えがちですが、どこ

であれ、川遊び・川歩きは楽しいもの、そういう川ファン・水辺ファンを増やしていきたいものです。

（写真 ： 高橋 光夫） 

 

 

 

(大田 廣 記) 

 

  平成25年１月26・27日の２日間大田区民活動フォーラムが開かれ、当会もパネル展示と１時間

の入門講座を行いました。主会場となった区役所１階の展示コーナーでは、呑川流域の地形図を

中心に昭和期の懐かしい写真なども展示し、対話形式での説明を試みました（写真右）。 

こんなことがしばしばありました。展示物の

間を歩いてきた人が、地形図の前で立ち止

まりじっと凝視されるのです。頃合いをみて

話しかけると、「呑川ってどこから流れてき

ているんですか？」とか、「この○ｍと書い

てあるのは標高ですか？」といった質問が

返ってきました。それを糸口に説明役（会員）

との対話がスムーズに始まっていったので

す。もちろん来場者全員が関心を示してく

れたわけではありませんが、立ち止まってく

れた人に限っていえば、その時間も予想以上の長さでした。15分位は普通で、長い人だと30分以

上も対話が続きました。説明役は会員の皆さんが分担しましたが、私の眼には自身も対話を楽し

2013年 1月 26・27日 

大田区民活動フォーラムに出展 
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んでいるように見えました。この２日間呑川の会のコーナーは、尐なからぬ異彩を放っていたので

はないかと思います。 

27日（日）は、２階の会場で「呑川を流れる7つの水」という講座（10時半～1時間）をやりました。

こちらはスライド上映にクイズを交えた対話式講座です。 参加者は進行役の私を含めて14名。 

一般の方も４～５人いらっしゃいました。参加者の中には、お子さんもいましたので、何かおみや

げでも上げられたら良かったなと思いました。今後は講座の中身だけでなく、場所・対象者・目的

に応じた進行や盛り上げ方を工夫する必要があるように思います。 

 

 

 

(可児 昭雄 記) 

 

呑川沿いを寒風

吹く澄みきった青空

を眺めながら歩き、

霊山橋に差し掛か

ると、前方右岸に両

手を大きく青空に向

かって柔らかい枝先

を広げてひときわ大

きく川面に姿を映し

ているのが「欅・ケ

ヤキ」の木である。 

昭和 30 年頃まで

は呑川の源流となる

世田谷付近から工

大橋（左岸に当時か

ら現存しているケヤキがある）池上本門寺あたりまで聳

えていたような気がする。 

春は新芽が美しく、夏は人々に木陰をつくり、秋は黄葉になり、春夏秋冬目を楽しませてくれる。

また「ケヤキ」は、武蔵野の雑木林を形成している主要木で風にも強く、屋敷の防風林としても植

えられている。 本州・四国・九州に分布し、雌雄異花で枝の上部の葉脈に雌花、下部の葉脈に

雄花がつき、実は枝先に付いたまま飛ばされる。 

このように伸びやか育っている 「ケヤキ」は、最近は落葉が多く、日陰になると言われて、太い

主枝をぶつきりにし、醜い樹木になっているのは考えさせられる。 

 材は木目が美しく、硬く、高級家具、木工、古寺社に使われている。  

尚、別名「ツキ」と呼ばれ、万葉集に歌われている。 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 
 

― 第 17回 欅（ケヤキ）― 
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  ▲ケヤキ（欅）  ・ ツキ（槻） 

                  ・落葉樹   ・雌雄異花 

★参考文献 ： 「日本の樹木」 辻井 達一著  中公新書 

◆写  真 ：  妙見橋 ～ 養源寺橋  （白石 琇朗） 

 

 

 

 

 

 （福井 甫 記） 

  映画シーンの中に取り入れられた呑川といえば、「呑川は流れる 2004」 でも書いたが、「砂の

器」（1974年 監督 野村芳太郎 松竹）がある。 

 日本工学院方面から JR の鉄橋をくぐって、刑事役の丹波哲郎と森田健作が顔を出し、犯人の

着ていたスポーツシャツの処分方法を巡り、丹波哲郎が呑川を指しながら次のように言う。 「スポ

ーツシャツは処分すればそれでいいじゃないか。それになあ おい！ 人目のつかない空き地やだ

ネ、この辺りのドブ川 にだって捨てることができるヨ」                 

 つまり、1974 年当時の呑川は全くドブ川だったのだ。 去年の 5 月 8 日の朝日新聞夕刊の「ひと

えきがたり」欄で JR 木次線亀嵩駅が取り上げられていた。「砂の器」の舞台の出雲町の最寄駅で

今でも多くの松本清張ファンが訪れるという。蒲田には JR 鉄橋の他 蒲田電車区・蒲田商店街・

パチンコ店金時・俯瞰での呑川等「砂の器」のシーンが登場し、わざわざ島根県まで行かなくても

もっと近くに「砂の器」ゆかりの場所があるのにと思ってしまう。                        

それから 30年余り経って 2005年の映画「やわらかい生活」（監督・廣木隆一 主演・寺島しのぶ）

では呑川感が一変する。主要舞台は蒲田周辺であり、ご覧になった方も多いだろう。 寺島しのぶ

は一流大学をでて一流企業に入ったが、なじめずうつ病になり 1 年入院。退院後 出会い系サイト

で誘われた男についてきたのがたまたま蒲田。東急プラザ屋上の観覧車でみた蒲田の街が気に

入り、近くの銭湯のマンションに移り住んでしまう。呑川が登場するのは移り住んだ直後、うきうき

した気分で「砂の器」で丹波等が通ったJR鉄橋の地下道を踊り跳ねながら通るのを上流方向から

シルエットで映すシーンと最後近くウツのやくざの青年（妻夫木聡）と別れて蒲田周辺をぶらぶらと

歩く。その途中 馬引橋あたりの呑川のフェンスの基礎に足をかけフェンスにつかまりながら呑川

をしばらく見つめるシーンと 2 か所。この映画では呑川はマイナスのイメージはなく、むしろ心なご

ませてくれる存在だ。 

 

   

  

 

（大坪 庄吾 記） 

呑川と映画シーン 

     砂の器 と やわらかい生活 

エコフェスタ ワンダーランド  

in池上小学校 に呑川の写真を展示 
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   ２月 26日(土)、池上小学校にて大田区の環境問題に関係ある 23団体が展示をする集いかあ

り、呑川の会もその一員として写真展示をしました。 前日の 25 日が展示準備の日で、６人の会

員が集まってパネル６枚に『呑川の今昔』『呑川沿いの花』『呑川の生き物』の三テーマの展示をし

ました。いずれも会員が撮影した写真です。『呑川の今昔』は現在の呑川の写真とほぼ同じ場所

の昔の写真を組み合わせたもので、白石さんと菱沼さんが撮影編集したものです。『呑川沿いの

花』と『呑川の生き物』は高橋会長ほか何人かが撮影した鳥・魚・昆虫などの生態の生き生きした

写真でした。カワセミが魚を捉えた瞬間の写真、ボラの群集、トンボの捕虫の瞬間など、普段から

注意して観察していないと撮れない傑作がたくさんあり、 しかもカラーの大型写真なので見応え

がありました。会場が体育館で他団体と一緒でしたし、寒かったのが残念でした。今迄は一教室内

での展示でしたので、来年度からは展示場所についても注文をつけたいと思います。当日、見学

に来たのは2千人だったそうで、同じ会場で「大田区環境フォトコンデスト」の応募写真の展示があ

り、呑川の会も高橋会員の呑川の美しい風景と共に、ゴミで汚れた呑川の写真も出品しました。 

 ＊３月３日（日）文化の森でフェスタがあり、呑川の会も初参加しました。 

 ＊３月 16日(土)には蒲田のアプリコで「花とみどりのまちづくり」の集いがあります。ここにも呑川

の会が写真展示をします。当日参加団体のいくつかが活動の報告をします。呑川の会は 13 時 50

分から 15分間の報告をします。 是非ご参加ください。              

 ＊４月７日（日）呑川お花見ウォーク （大岡山駅～東工大～呑川～石川台駅）募集中 

                           

            

 

 

私たち呑川の会は、大田区を西北から東南へ文字通り貫流する呑川を楽しむと同時に呑川が

もっと区民に、もっと親しまれる川にならないかと活動している団体です。1997年からほぼ 15年経

過しておりますが、そのような活動が認められ 2011 年 7 月には都建設局から河川愛護活動に努

めたと感謝状が贈呈されました。 

 私たちは具体的には、呑川はじめ近辺の川を楽しむと共に小学校の呑川ウォーキングへの協力、

呑川写真展等の開催、呑川の環境改善について、東京都や大田区への提言活動等々の活動を

しております。  その趣旨に賛同され、是非ご加入くださることをお願いいたします。 

 会 費： 年 2,000円（6月から翌年 5月迄で、中途加入者は、その年 1,000円） 

 連絡先： 高橋光夫・呑川の会代表まで          

      電 話： 080-5376-8419 

      E-mail： mitsuo.takahashi@nifty.com 

 

＜ 編 集 後 記 ＞ 

載せたい記事量は、まだまだたくさんありますが、削除したりして、やっと 10ページに編集 

しました。今後は発行回数を現在の年４回から５回に増やし、８ページ立てで、もっと写真も 

多く大きくし、より読み易く親しめる会報したいなと思いました。   （担当：白石  琇朗） 

  呑川の会へのお誘い 

mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com

