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記 白石 琇朗 

 

            

＊集合日時： 

4月 5日（土）

９時半・西武池

袋線 大泉学園

駅北口改札口 

＊解  散： 

15時・地下鉄有

楽町線・成増駅 

＊散策順路： 

歩程・約６.５㎞ 

＊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 

＊コ ー ス ： 

大泉学園駅北口 → 大泉学園通り → 学園橋 → 東大泉公園（ＷＣ） → 東映東京撮影所 

→ びくに公園（比丘尼橋上流調節池）（ＷＣ）・八の釜憩いの森（湧水）→ 目白通り（大泉

氷川橋）・関越自動車道（比丘尼橋）→ 大泉橋戸公園（比丘尼橋下流調節池）（WC）→ 中

里泉公園 → 清水山憩いの森 → 稲荷山憩いの森（昼食・WC）→ 越後山の森緑地・中里

幼稚園の湧水（ＷＣ）→ 笹目通り（向山橋）→ 川越街道（新東埼橋）→ 地下鉄成増駅  

の み が わ 

湧水に恵まれた 白 子 川（練馬区）  

ウォーキングの案内 

呑 川 の 会  HP 

http://home.m00.itscom.net/nomigawa/【第 1】 

http://nomigawa.la.coocan.jp【第 2】 

髙橋会員  http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 

e-mail mitsuo.takahashi@nifty.com 

 

http://home.m00.itscom.net/nomigawa/【第1
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/
mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com
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 白子川は練馬区の大泉井頭公園を起点として、練馬区、埼玉県和光市と板橋区の境を流れ、

新河岸川に合流する延長 10キロの荒川水系の一級河川です。源流の大泉井頭公園の中心に

川があり、河床や護岸から水が湧き出しています。今回は大泉学園駅北口から大泉学園通り

の見事な桜並木をバスに乗り、大泉学園橋から歩き出します。東映撮影所脇を通り、びくに

公園（白子川が増水した時の調節池（比丘尼橋上流・下流）が２カ所あり、テニス場と多目

的広場の公園となっている）湧水も見られる八の釜憩いの森が続いています。関越自動車道

を潜り、カタクリが群生している清水山憩いの森（「東京の名湧水 57選」の湧水がある）

を過ぎ、稲荷山憩いの森で昼食です。沿川最も大きな森でカタクリも見られます。都県境近

くの越後山憩いの森、中里幼稚園からも湧水が流れ落ちています。川越街道の手前から成増

駅に着きます。 

 

 

記 白石 琇朗 

地図 寄立美江子 

 

堤方橋をスタートして上流右岸の六郷用水が呑川に落ち込む場所に行くと、説明板に「昭

和 6年まで上堰橋から双流橋先まで中土手を設け、呑川の流れを大森方面と蒲田方面に分け

ていた」とある。六郷用水緑道を遡り「八寸の堰跡」の説明板を見ると、「ここで北堀用水

を３方向に分けた」とある。少し戻り右側の女塚方面への細い流れ跡の道を辿る。池上通り

を渡り真直ぐ

行き、片側歩

道の流れ跡の

道を左折して

大城通りに出

る。大城通り

を南下してマ

イバスケット

の手前の道を左に入る。斜め右の①金木犀並木の道

が昔の女塚川の跡である。女塚川は流れ下って工学

院の所から呑川に落ちていた。女塚小学校の横から

続く道は、②流れ跡が実感できる緑道である。女塚

小を通り過ぎ、右からの細流との合流点を③左へ歩

くと道が広くなる。流れ跡と別れ呑川の山野橋を渡

り、ルートの左への細い流れ跡を行くと、双流橋か

ら分流し大森町方面への六郷用水の流れ跡の桜並木

に出る。右折して用水は線路を潜って向の公園の中を通り抜けて真っ直ぐに流れはあったが、 

呑 川 に 合 流 す る「流 れ」考 ９ 

   ～ 六郷用水・内川との流れ ～ 

② 
 ① 
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今回は線路に沿って、桜並木を行き堤方踏切を渡り線路沿いの細い道を少し戻る。ここは

六郷用水の流れ跡が保存されていて憩いの④きれいな緑道として残っている。内川堰跡碑を

左へ、そして現内川に至る。内川の境橋から流れの始まりの⑤ＪＲ迄遡る。昔この六郷用水

は田植え時期に内川を掛け樋で渡り田を潤し、普段この水は堰で内川に流れ込んでいた。こ

の六郷用水は、呑川から分流していたので、人は呑川が内川の源流と思っていたそうな。路

を潜ると⑥片側歩道の桜並木道が続き、遡ると東急バス車庫の裏手に突き当たる。流れ跡は

池上通りを真っ直ぐに渡っているが、営業所前バス停がゴールです。 

 

 

 

文責 福井  甫 

⑤ 

⑥ 

新会員の自己紹介！コラムです。              大澤 忠行 

平成 23年池上七丁目に転居し、大田区主催の各種講座を受講したりして、熟年生活をエ

ンジョイしています。その時目に止まった「呑川講座」を受講し、素晴らしい講師の話とス

クリーンに映し出される数々の美しい映像に感動しました。特に高橋さんのカワセミの写真

に、よくぞこれまで！努力！と根気！でと、感動を新たにしました。川の流れを見ていると

心が落ち着き、安らぎを感じます。渋谷川ウォークにも参加し、「春の小川」の原風景にも

出合い、自宅の近くを流れる呑川をもっときれいにし、自然あふれる憩いの場にしたいです。               
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文責 福井 甫 

 

昨年の 12月 8日に神田川ネットワーク、杉並環境カウンセラー協議会、生活クラブ運動グ

ループ地域協議会等 7団体共催の善福寺川フォーラムが実施され、傍聴してきましたので、

報告します。 

まず善福寺川をフィールドに活動している次の 7団体がそれぞれの活動報告を行った。 

 杉並区立井荻小学校     

 神田川ネットワーク 

 NPO法人 杉並環境カウンセラー協議会 

杉並区・生活クラブ運動グループ地域協議会      

 善福寺川を里川にカエル会 

 みどりの善福寺川を愛でる会 

桃園遊水池探検隊 

（写真は杉並区立井荻小学校） 

 

呑川と長さ、流域面積とあまり変わらない善福寺川をフィールドで７団体も活動している

ことが大きな驚きでした。 更に都・下水道局第二基幹施設再構築事務所の武藤真設計課長

から善福寺川の合流式改善の目玉として取り組んでいる降雨初期の雨水の貯留施設の紹介

があったが、その概要は次の通りです。 

施設の概要  

善福寺川に沿って内径 2.4m延長

3400ｍ 従って容量 約 15000

㎥の貯留管を地下 14ｍ前後に敷

設し、大雨時 19 か所の雨水吐口

からの越流水を貯留。 

  降雨が止んでから２～3日かけて

既設の下水環八幹線に自然放流 

効果 

大雑把に善福寺川での年 30 回     

程度の越流水の発生が半減。 

  

              （善福寺川貯留施設案内図） 

予定工期  平成 27年～平成 34年          

費用    概算 100億円    

                       

善福寺川フォーラム 

 

― めざせ 川ガキ復活 ― 傍聴記 
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記  菱沼 公平 

 

 2013 年 10 月 19 日（土）~20 日（日）、大田区産業プ

ラザ（Ｐｉｏ）で開催されました。場所は 2 階小ホール

で「多摩川トビハゼクラブ」の隣なので、生きものを中

心としたものをパネル 2 枚分展示して欲しいということ

だったので写真を用意した。ところが前日展示のために

出かけた所、あと 2 枚パネルが使えると言われたので、

当日の展示は業者に任せ、あと 2 枚分の写真をコラボ大

森に取りに行き、当日の朝写真を貼った。 

 今回の場所は前回までの 4階と違い 2階で、半分は「蒲

田映画祭」の懐かしの映画ポスターと「大田区まち歩き

ネットワーク」の仲間たちのブースになりました。その

中に呑川の会の展示スペースがありました。奥には大田

区の大きな航空写真があり、アンケートの集約場所で景

品の引き替えもあったため人の流れも多く、呑川の会の

前のも多くの人達が立ち寄ってくれました。     

いきもの、昔の写真には多くの人が関心を示し、いろいろな

質問や、昔話をしてくれる人などもいました。用意した呑川の会の案内ビラも全て無くなる

などでした。 

 参加者のアンケートで、「大田区まち歩きネットワーク」のブースが一位となり、他の仲

間と一緒に南さんが表彰式に参加しました。 

「おおた商い 観光展 ２０１３」       

に「呑川の会」の展示 
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記  大坪 庄吾 

 

大雪後の２月 16日、エコフェスタが無事終了しました。呑川の会の展示は、呑川の今昔、呑川

の花、呑川生き物の展示と内川の環境についての展示で、パネル 8枚、裏表に貼れたのでスペー

スは十分でした。体育館で行われた「環境フォトコンテスト」には、白石さん撮影の蒲田付近の桜

の風景を出品しました。なんと優秀賞をもらいました。最優秀賞はリトルターンプロジェクトがとり、

優秀賞 2つのうち一つが呑川の会の写真で

した。3時までコンテスト会場に訪れた人が

投票で決められたもので、呑川の会の写真

に 20票以上が入れられたようです。寄立さ

んの小学生向けの「呑川クイズ」や「内川の

展示」も大型の地図で力の入った労作でし

た。 

 展示物の運搬には青木さんが車を 出し

てくださり、大変助かりでした。 

（写 真 ： 菊池 均） 

 

 

 

記  大坪 庄吾 

 

 昨年度も「呑川の会」は環境フォーラム 2013に参加しています。今年度は下記のように

蒲田のアプリコ地下展示室にて行われます。 

  日時 2014年３月 15日（土）午前 9時 ～ 16時 30分 開場は 10時からです。 

  午前と午後に参加団体によるプレゼンテーションがあります。呑川の会は 14 時 15 分

から 14時 35分までの 20分間です。昼食時にランチタイム交流会があります。 

呑川の会としては、大森東小学校の展示をもとに展示をしたいと考えています。 

 

 会員で参加できる方は大坪庄吾あて連絡してください。なお、当日急に参加できるように

なった方は、100円の協力券が必要です。 

＊ 展示準備と片づけについて 

 展示準備：3月 14日（金）14時～17時  

片 づ け：3月 15日（土）16時半から アプリコ展示室にて行います。 

展示または片づけ作業に参加できる方は大坪庄吾あて連絡ください。 

エコフェスタ（大森東小学校） 

２月 16 日（日）に参加 
 

環境フォーラム２０１４        
「こんなまちに暮らしたい～みんなで 

さがそう水辺の楽しさ～」      
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記  菊池  均 

 

呑川ネット宮田さん測定の「観察表－2013年 3月~14年 1月」のまとめに関連して、呑

川ネット・呑川の会（5人）と環境保全課（村上係長、岡本さん）との観測体制及び臭気等

の改善策の進捗について意見交換を行った。 

１．ネットによる測定データーについての区の意見 

① データーはほぼ区の観察と符合しており尊重できる。 

② 区としてもこのような毎日の観察記録は参考になるし、今後も参考としたい。 

特に改善を要望する点はない。（今後データーのやり取りを密にする） 

③ また、区も今年度４月から従来の週一から平日のみではあるが毎日のパトロールと

記録を行うようにした。またＤＯ、ＰＨ等の記録は毎週木曜日に馬引橋と大平橋の

２カ所で実施をすることにした。 

２．区の観察データーの活用について 

従来から東京都（二建）・下水道局に対しては改善の申し入れの材料として例えば都

と各区との環境対策発表会等で使っている。（臭気、スカム、越流他） 

３．臭気・スカムの発生対策について 

福井さんより発生原因の再確認と越流臭気対策（下水貯留施設、山野橋付近の川底改

良）の進捗について質問 

① 川底改良工事については何時頃とは決まってはいない。 

② その他の案については、最近、東京都・下水道局と大田区の他に目黒区、世田谷区

を加えて「呑川水質浄化研究会」を発足させ、暫時、色々なアイデアを出しつつ検

討を始めている所なのでしばらく待って欲しい。 

４．多量のスカム発生時の処理について 

宮田さんより,以前実施していたスカム除去作業が、なぜ最近はしなくなったのかの

質問。 

→除去したスカム水を捨てる場所が廃棄物処理法の関連もあって困難 

 （下水への再受け入れは、局が不同意） 

５．川面の遠隔監視装置設置の可能性について（田中さんより） 

区も検討を行ってはいるが視認範囲に人が入った場合の肖像権等の問題もあり進ん

ではいない。（とにかく予算の確保が難しい） 

６．区の生物調査 

今年度実施済み、来年度は予定なし 

７．お知らせ「清流復活管移設工事に伴う清流復活水の送水停止」 

３月５日～10日間 渋谷駅周辺の土地区画整理（渋谷川の工事）の影響で、呑川へ

の高度処理水の放流中断予定 

大田区 環境保全課 と意見交換        

２月18日（火）10～12時 
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 記  高橋  光夫  

 

 

2014年元旦早々・・・蒲田地域の呑川はボラの大量遡上で始まりました（菱沼会員の報告）。 

私が「仲之橋」（久が原）で大量遡上を見つけたのは 1/21・・・それからボラを追い続けました。 

 
（蒲田地域を川幅いっぱいに埋め尽くすボラ） 

 
（仲之橋の深みに大集合するボラ） 

他の魚が最上流まで遡上して来ているのは確認していましたが、ボラは過去に「仲之橋」までしか

確認出来ていなかったので、今回の大量遡上でどこまで遡上するか追求したかったのです。 

どんどん増え続けるボラ集団は、1/22 には

「仲之橋」付近では身動き出来ないぐらいまで

密集し、どうなるかと見ていましたら、ついにこ

の場所の堰（段差）を乗り越え始めました。 

そして 1/24には「本村橋」へ、1/29には「雪

が谷」流域全体に達し、1/31 には中原街道を

越え「石川町」流域へ、さらに 2/5 には大岡山

の「工大橋」の高度処理水流入口カーテン付

近まで達したのです。 

 そしてそれから 10 日間、2/14 迄ボラは最上

流まで遡上し続けました。石川町ではコサギ

やカワウが大挙してやって来て、連日ボラ漁を展開しました。 

 

ボラの大量遡上・・・ついに最上流まで 

 
― 数の多さと遡上期間は過去最高？ ― 

 
（石川町の島畑橋付近でボラ漁をするコサギ集団） 

【 編 集 後 記 】 

 「呑川の会・総会」 のお知らせ！ 

 ＊4 月 19日（土）１３：３０～１７：００ 蒲田小学校・会議室 （終了後に懇親会を致します） 

  ＊洗足池図書館・呑川講座 （9月～12月・第２土曜日、1月・第３土曜日の 5回開催）  

  ＊会計年度を 4月～3月に変更   ＊偶数月に加えて、奇数月の定例会開催について 

  ＊準会員制度の規定を設ける。 等、更なる「呑川の会」発展のため総会に出席願います。 

                                  白石 琇朗 


