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  高橋 光夫 記 

 

 

恒例・春の都市河川ウォークは、今回は「新河岸川」支流の「白子川」・・・白石さんの案

内で「大泉学園駅」からスタートしました。 

（１．都市河川と思えない豊かな環境） 

 

ちょうど満開の桜に迎えられ、呑川と同じよ

うなヘデラの「緑のカーテン」が連なってい

ます。 

ところが「呑川」と大きく違う点は、むき出

しのコンクリート河床でなく、改修済み区間

は自然河床のような土砂が敷かれ、自然の植

生が繁茂し、カモたちもここで巣作りが出来

そうです。 

そして、流れる水は「下水処理水」でなく、

きれいな「湧水」が流れ込んでいるのです。 

さらには、川沿いの道は車の通れない「遊歩

道」となって、ゆったりと歩けるのです。 

 

（２．深刻な洪水対策） 

 

しかし「川を楽しむ」環境が整備された白子

川でも「洪水対策」は深刻です。 

時間雨量 50mm対策もまだ未達成で、テニスコ

ートなどがある「遊水池」（びくに公園）など

2 ヶ所の調節池があってもまだ足りず、さら

の み が わ 

白子川・お花見ウォーク （2014/4/5） 
 

― 豊富な湧水がそそぎ、自然河床が美しい都市河川 ― 

呑 川 の 会  HP 

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

http://nomikawa.la.coocan.jp【第 2】 

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

e-mail mitsuo.takahashi@nifty.com 

 

 

（桜並木とヘデラカーテンと自然河床） 

 

 

（白子川地下調節池流入口） 
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に目白通りに大規模な「地下調節池」を建設

中なのです。 

 

（３．心なごむカタクリ群生地） 

                                    

流域の自然環境はとても豊かで、湧水があち

こちから流れ込んでいます。とりわけ「清水

山憩いの森」には自噴する湧水池があり、大

規模なカタクリ群落は圧巻そのものでした 

 

（詳細なウォークコースは前号の会報 71号

をご覧ください。どうぞ 

  

                                               

                                           

        福井 甫 記                                  

       写真 白石 琇朗                                     

                                               

    雪谷中学のたもとの水神橋の右手に水神

の森と呼ばれた湧水があった。 

私が昭和 21年に南雪谷の現在地に引っ

越してきて、小学 6年生の 1年間東雪谷

の池雪小学校へ毎日この水神橋の辺りを

渡っていたころは、この水神の森からは

とうとうと湧水が流れ出ていて、水神の

森の南東側は数百坪の池・湿地になって

いた。雪谷の住民は歌手の雪村いづみさ

んは「雪谷村のいづみ」から芸名を取っ

たと言っていて、「とうよこ沿線」という    写真：公園入口 奥に元の瀟洒な建物 

タウン誌の昭和６３年１１月号にうわさと

して書かれている（ウキペディアでは否定）

ほどだ。その池はのちにゴルフの練習場にな

り、更に現在は住宅地・駐車場になっている。

その水量は多く現在の雪谷中学付近に谷中

耕地と呼ばれた田んぼがあり、この水神の森

の湧水が水源だったという。 

（参考資料 タウン誌「とうよこ沿線」昭

ニュース：呑川の水神橋右岸先に （2014.4.1）            

－ 水 神 公 園 オ ー プ ン － 

 

 

 

 

 

 

（「清水山憩いの森」のカタクリ群落） 
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和 63年 11月号 「明治・大正初期の南雪谷」） 

 一方、水神の森の南西側には私の小学 6年生当時すでに崖から下方にかけ大きな家があっ

た。現在の瀟洒な建物（S亭）が当時からあったかは記憶にないがこの S亭にも湧水があり、

池に引かれて現在まで続き、今 水神公園の水となっている。 

 3年ほど前、この S亭は大田区が買収し、その敷地の南半分が今回「水神公園」として 4

月 1 日から昼間公開された。そしてこの S

亭にあった湧水は今回新たに公園の南側に

昔の洗い場を模した小さな池に流出させて

いる。 

 当時の洗い場の様子については上記「と

うよこ沿線」に近くに住んでいた飯田忠次

郎さんが実際に洗っている写真が掲載され

ている。（「とうよこ沿線」は web検索可能）

ところで区は本年度老朽化し現在の建築基

準に合致しない S 亭の建替えを計画し、本

年度中に計画案を決定する予定だそうである。 

 建物の具体的な活用プランとしては呑川の会の会員に展示スペースを設け、大田区の湧

水・雪谷の昔などの写真、子どもたちの絵などを展示するなどの意見もある。 

 大田区も計画案を決める前の段階に地元住民等と並んで呑川の会にも声をかけるとのこ

とであり、まだ少し時間の余裕があるから会員より、おもしろいプランが出てくればよいと

思う。 

 

                                                                 

福井 甫 記                                

 

久原小学校の 4年生の総合学習「呑川」のまと

め発表会が 2月 21日、22日の両日の久原小フ

ェスタで発表されました。それはそれですばら

しかったのですが、そのなかで子どもたちは次

のようなアンケート調査を実施していました。 

 アンケート文： 

ちいきの川
かわ

「呑
のみ

川
がわ

」に自然
し ぜ ん

をふやすためにお金
かね

をはらうとしたら、あなたは、いくらはらいま

すか？（年間） 

                      写真：左下にアンケート改修ボックスが 

 それに対して 30人が回答を寄せ、その平均は年間 5,937円。中には 400万円と書いた 

年 間 5,937 円までいいよ！ 

 ― 呑 川 へ の 期 待 度 ― 
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回答もあったそうです。 （平均 5,937円には含めず） 

 会場をおとずれた人が何人はわからないが、3,000 人として 100分の１の人が呑川の自然

をふやすためなら年に約 6,000 円も払ってよいと考えていることになるが、これは私にとっ

ては予想外であった。大田区民のうち、呑川流域の人口を仮に 20万人とし、その 100分の

１の 2,000人の区民が 6,000 円を払うと全体で 1,200 万円。1,200万円で目に見える形で呑

川がきれいになり、魚・鳥・昆虫が増えればよかったと思えるのではないでしょうか。 

  

     白石 琇朗 記                                             

地図：寄立 美江子 

自由が丘駅前から深沢坂下バス停で下車して、坂を下ると呑川緑道の深沢橋です。上流に

向かって二つ目の宮前橋を左折して、農耕用の水の神様を祀った深沢神社の階段を登り、右

奥の細い階段を下ると①深沢神社湧水の流れがある。そこから下の②三島公園の池に向けて

流れの 

出口がある。昭和 39年までは三島幼稚園の所に三島池があり、公園に下る流れ跡が歩道だっ

た。三島公園に入ると池の上端左に「三島の洗い場」跡がある。池の水は流れ跡の歩道から

呑川に注いでいた。 

駒沢通りを渡ると、右岸が日体大で呑川緑道の復元湧水が始まる。左岸を少し行くと秋

山家の池を通り③小沢家の脇を通る流れ跡がある。伊勢橋を過ぎ、御嶽橋の手前に④深沢流

れ跡の細い路地がある。 

⑤西山橋を左折すると右側の桜並木の道の角に世田谷区立⑥「深沢の杜緑地」の湧水池 

がある。この庭の中を通り抜けると、向かいの庭が⑦「無原罪聖母宣教女会」の湧水池で、生

垣の隙間から静かな池を覗ける。桜並木沿いの教会の入口に⑧「修道院の湧き水」の標柱があ

る。教会をぐるっと廻り、深沢の杜まえの深沢中学前バス停から都立大学駅前までバスに乗

る。 

なお、この教会内にある公園は、毎年、春秋２回、桜の時季と秋紅葉の季節に一般に開放

しており、皆さんも、機会があれば是非、足をお運びください。因みに、今春の開放日は３

月２９日、３０日と４月 ５日、６日、１２日、１３日のＡＭ１０：００～ＰＭ４：００でした。 

 問合せ先： 世田谷トラスト 特別保護区 担当電話：６４０７－３３１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 深沢神社湧水の流れ    ②三島公園の池 

呑川に合流する「流れ」考 10 
 

～無原罪教会・湧水池の流れ～         

③ 
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③ 小沢家の脇を通る流れ跡     ④深沢流れ跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤西山橋    ⑥「深沢の杜緑地」の湧水池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「無原罪聖母宣教女会」の湧水池  ⑧「修道院の湧き水」の標柱 
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下図、赤の点線が歩く順路です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

往路 

深沢坂下バス停 

帰路：深沢中バス停 
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可児 昭雄 記 

 

五月晴れの過ごしやすい季節が過

ぎ、うっとうしい梅雨のシーズンを迎えると、水辺に映る「しだれ柳」が浮かんでくる。 「柳

の枝に雪折れなし」「柳の下にいつもドジョウはおらぬ」「柳にお化け」等言われているのは

枝垂れしているからである。梅雨の時期は地味であるが、春の若葉は大変美しい。   呑川

沿岸では 7 本（枝がよじれるウンリュウヤナギ 1 本含む）と少ないが、春には貴重な樹木

である。 

 柳の語源は、枝で弓の矢を作ったので「矢の木」、また枝で魚を獲る仕掛けを作った「梁」

から「梁の木」と言われている。この樹木は奈良時代に中国から渡来し万葉集に詠われ、ま

た昭和には「昔恋しい銀座の柳」と歌われて街路樹として利用されている。   

 このような風情を思うと、  

呑川沿岸にも増す価値がある 

のではないか。 

                          

しだれやなぎ（枝垂れ柳） 

 ・ヤナギ科 ・落葉樹 ・中国産 

 ・枝は花材 

 参考文献：               

 「日本の樹木」 辻井達一著 中公新書 

「文字の風景」写真 野呂希一、 

文 荒井和生 （株）青菁社 

「き  へ  ん」写真 野呂希一、 

文 池藤あかり （株）青菁社         写真：「中原街道・石川橋の柳」               

 「 天声人語 」平成 25年３月 17日付 朝日新聞社 

 

    

 

 工藤 英明 記 

 

2014（Ｈ26年）年 4月 19日（土）、蒲田小学校会議室にて今年度の呑川の会総会が開催されました。総会

の開催は例年 6月でしたが、今期より 4月開催となりました。 定刻午後１時半に 16名の出席で開幕し、 

滞りなく、午後４時半過ぎに閉幕しました。 

まず、出席者の自己紹介に始まり、事務局からの会活動報告、担当からの会計報告・監査報告と進み、

今年度の活動計画案と意見交換により終了しました。 

第一部 学 習 会 「呑 川 の 今 と 昔」との演題で 

水文環境（株）代表取締役 木下武雄さんのお話しをお聞きしました。木下氏の略歴をご紹介します。 

昭和 33年 3月 東京大学大学院数物系研究科地球物理学課程博士課程修了（昭和 33年 3月 東

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

第 21回 しだれやなぎ（枝垂れ柳） 

2014呑川の会 総会 報告 

 

－2013活動報告・2014活動計画等 －  
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京大学理学博士） 昭和 35年 04月 建設省（国交省）入省後、数々の職歴を経て平成 04年 03月 定

年退職し、平成 04年 05月 株式会社水文環境 代表取締役に就任し現在に至ります。 

 

第二部 活動報告・計画他 

2013年度呑川の会活動報告 

1.会員の動向（住所変更・入会・退会・登録抹消）２０１４年４月１日現在 

入会：菊池均 2013.10.31大澤忠行 2013.12.1沼田博志 2013.12.1茅原良一 2014.3.20 

退会：松井美鈴 14.3.31大田 廣 14.3.31 

2014年 4月 1日現在の会員数は学生会員 2名、賛助会員 1名を含め 53名。 

2.会報「のみがわ」発行 ： のみがわ第６8号～71号の 4回発行。 

3.大きなイベント 

1）区社教連携の呑川講座開催 2013.10.31、11.7、11.14、11.21、11.28（毎週水曜日午後・池上会館 3階） 

「区民による区民のための連携講座」として、大田区の社会教育課のご指導・ご援助のもと、場所の確保・

レジメ印刷の支援（場所確保・スクリ－ン提供・用紙提供等）があった。 

チラシの配布遅れか・場所の関係か・また非常に目立たない区報記事の関係か、当初の参加者申込者

数が少なめだったのが、受講者の中から 3 名の入会者があった。このことは、講座開催の意義があったと

評価できる。 

2）第１１回大田区との意見交換会開催（呑川ネット主催）2013.10.22 

呑川の環境改善・悪臭対策等、要望事項を事前に提出し、活発な意見交換が出来た。 

4.役所訪問 

2013年 5月 31日（金）東京都下水道局訪問 「経営計画 2013」の内、合流改善についての質問 

2013年 9月 5日（木）東京都第二建設事務所 工事課 河川計画担当訪問 

2013年 10月 8日（火）東京都第二建設事務所 工事課 河川計画担当訪問 

2014年 3月 13日（木））東京都下水道局訪問 

大田区役所訪問 

2013年 9月 25日（水）大田区まちづくり管理課 呑川緑化の説明 

2013年 10月 3日（木）大田区との意見交換会 要請文の提出 

5.恒例都市河川ウォーク 

①秋季ウォーク(2013.11.9)：渋谷川・古川（原宿駅・明治神宮御苑・ 隠田川跡 ・恵比寿・竹芝桟橋） 

②春季ウォーク(2014.4.5)：白子川（大泉学園駅北口・稲荷山・清水山憩いの森・笹目通・光が丘公園） 

6.区観光協会とのコラボお花見ウォーク等 

2014.3.29観光協会主催・呑川の会・ボランテイアガイドの会共催 

  洗足池・呑川環境学習桜ウォーク 

7.小学校総合呑川学習支援事業 

①おなづか小４年生 2013.6.3 ②久原小４年生③2013.6.7 ④雪小３年生は、組ごとの３回に分けてきめ

細かく実施（6.11、6.14、6.21）。   

8.展示等への参加①雪谷文化センターまつり 13.10.19②おおた商い観光展 13.10.19④大田区エコフェスタ

14.2.16⑤大田区環境フォーラム花とみどり展 14.3.16⑥文化の森フェスタ 14.3.3・4 
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９.呑川の会（呑川ネット）定例・呑川の会定例会：毎月のように開催しました。 

平成２４年度 会計報告・監査報告 

 別紙のとおり、福井会計担当、古海会計監査担当から報告があり、了解されました。 

 

2014年度呑川の会活動計画 

1.洗足池図書館主催・呑川の会実施呑川講座（実施は、ほぼ決定済） 

①9月 13日②10月 11日③11月 8日④12月 13日⑤2015年 1月 17日（毎月第 2土曜日） 

時間帯：14時～16時（詳細は別途ご案内します。チラシの作成・配布・その他広報活動） 

昨年実施の区連携講座を更にブラッシュアップして、魅力ある講座にする。 

パワーポイントソフトを使用して、受講者を魅了するプレゼンをする。 

スクリ－ンに映し出される映像と話者の話をシンクロさせる様、プレゼンの精度向上に努力する。 

講座の内容・レジメのテーマ・講演者 

① 呑川の成立史        ②呑川の環境と生き物 

②  呑川の水（合流式と洪水） ④ 呑川の源流・水路・六郷用水 

⑤ 呑川の未来 

2.大田区社教主催の区民による区民のための連携講座への応募済（新年度に審査・決定へ） 

２０１５年 1～3月 毎週木曜日 午後７時から９時  

場所：蒲田駅至近施設（区役所・生活Ｃ・区民Ｃ） 

3.「呑川の橋と名所」のまとめ及び「呑川は流れる２０ｘｘ」編集方針・内容の概要取り纏め 

４.会報「のみがわ」3 ｹ月１度又はそれ以上の頻度で発行する。 

5.小学校総合学習支援としての呑川ウォーク（おなづか小、久原小、雪小等） 

6.春秋 2回の都市河川ウォーク：秋：仙川-１１月２９日（土）・春：柳瀬川－来年４月４日（土） 

7.研究調査活動：魚調査・生き物調査・呑川利用調査 

8.定例会：偶数月の第二土曜日の午後とし、次回 2015総会は、5月中旬開催予定 

＜今年度の世話人＞次の通り留任・選任されました。代表 ：高橋光夫、副代表：白石琇朗、会計：福井甫、

会計監査：古海信雄、事務局：工藤英明、菱沼公平（呑川ネット）顧問 ：大坪庄吾、青木陽二、南弘元、小

林賢司、菊池均        以上、 

☆大田区との意見交換会が行われます 5月 28日（水）10時 30分～12時 

場所 大田区役所 9階 902号会議室 連絡は菱沼まで 

 

                                                      

 

 

 

会費納入（振込・ゆうちょ振替）依頼 

会費未納の会員は、本年度会費２千円を同封払込票にて、お支払頂きたく、よろしくお願いいた

します。（会計担当：福井 甫） 

 

 

 

 

編集後記 

呑川の会々員の皆様、初めまして！気持ちの良い五月晴れの日々が続いています。 

昨年秋、呑川講座を受講し呑川の会に入会した菊池です。入会早々、呑川の会会報「のみがわ第７２

号」の編集作業を仰せつかり、パソコンと格闘すること数日。ようやく、どうにかまとまって一安心

です。「フーッ ！ト」。印刷して、皆様のお手元にお届け出来て、やっと「完了」ですね。紙面の関

係で、茅原良一さんの新会員自己紹介記事は次号までお待ちください。   菊池 均   


