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2015年 4月 30日発行（通算第 76号） 発行 高橋 光夫方 呑川の会 

連絡先 〒145-0061 大田区石川町 1-26-8 

 

 

 

 

 

      

  記  高橋 光夫 

 

 

恒例・春の都市河川ウォークは、昨年の「白子川」と

同様に「新河岸川」に注ぐ「柳瀬川」・・・ 

西武池袋線「清瀬駅」に集合し、白石さんの案内でス

タートしました。 

 

（１．コンクリートの見えない都市河川） 

「柳瀬川」の大きな特徴は、その護岸が自然石で固め

られ、コンクリートの見える所はごくわずかでした。こ

れが「都市河川」とは思えないほどです。 

 

（２．人を拒まない親水性） 

「都市河川」につきものの「フェンス」（転落防止柵）が

無く、川に接しながら遊歩道が続きます。ちょうど桜が

満開・・・花と水に囲まれた回遊空間が作られ、「柳瀬

川回廊」と呼ばれています。 

（３．子どもが遊べる川・・・柳瀬川） 

「川遊び」の定番は、河原での石投げ・・・そんな子ど

もたちの姿が見られました。水の流れの音がする、濡

れると冷たい、小さな魚が居る・・・そんな経験が出来

る川です。 

 

（４．都市河川でも自然がいっぱい） 

もちろん都市河川ですから、洪水対策に「金山調整池」

があり、下水処理場（清瀬水再生センター）の処理水 

も流入します。でもカワセミにも出逢いました。      

の み が わ 

柳瀬川・お花見ウォーク （2015/4/4） 
 

― 桜が咲き乱れ、親水の魅力あふれる柳瀬川回廊 ― 

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 

 

 

（自然石の石積み護岸が続く） 

 

（フェンスの無い、川沿いの回遊路） 

 

 

 

http://home.m00.itscom.net/nomigawa/【第1
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/
mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com
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桜も満開の楽しい川歩きでした。 

                                    

 

 

（詳細なウォークコースは前号の会報 75号を 

ご覧ください。） 

 

 

 

（ここはボクたちの遊び場さっ！） 

 

 

 記  菱沼 公平 

 

 

平成 27年 3月 27日（金）10時より大田区役所にて「大田区との意見交換会」（略称）が開かれました。

都市基盤管理課藤澤係長の司会で始まり、大田区：佐藤環境清掃部長と呑川ネット：宮田代表それぞれ

の挨拶、大田区側と呑川ネットの自己紹介後、呑川ネットの「質問事項に対する説明」として大田区か

らの回答がありました。 

１．「呑川水質浄化対策研究会」の進捗状況について（スライドを使い説明） 

  貯留施設、高速ろ過マンホールシステムについては、有力な対策と思われるが、検討中 

 の域を出ていない。高濃度酸素水については以前の実験機の 3 倍規模の装置を設置に向けて協議して

いる。 

 ２．新型ジェットストリーマーについて（スライドを使い説明） 

  効果測定結果はまとまり次第公表する予定。 

３．防災課設置の監視カメラの活用について 

  今まで通り、呑川パトロールに重点を置き、カメラは補助的と考える。 

４．呑川サイン計画と河岸の緑化について 

  平成 22年度の計画案を再度見直し、平成 28年度以降の整備に向けて取組んでいる。 

５．スカム発生時のバキューム処理について 

  本年度は出来なかった。スカム発生の予測が難しかった。 

６．沿岸道路の歩行者専用化について 

  生活道路のため歩行者専用化は難しい。一部専用化されていると今回聞いた地点については経緯 

を調べた上、報告出来るようにしたい。 

７．呑川に架かる橋名について 

  橋名等の地名については、付近の地名や地域の歴史等の地域特性に配慮していきます。 

８．ユスリカ捕虫器の設置によって明確になってきたことについて 

  ユスリカの生態は未知な部分も多く、河床清掃と捕虫器で発生量の軽減に努めます。 

大田区との 

「呑川をきれいにするための意見交換会」報告 
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９．水防カメラの設置や運用計画について 

呑川には 3個所設置しており、画像についてはホームページで公開している。 

１０．呑川流量計測について 

  東京都は平成 24年、時間最大 50ｍ降雨から 75㎜降雨に引き上げ、それに対応するための検討を行

う基礎資料にすると聞いています。 

１１．橋上のゴミ置き場の禁止処置について 

  ごみ集積所は使用者たちがその位置を決め、管理も行っている。現状で位置の変更を区から求める

のは難しい。 

・説明の後に若干の質疑が行われ、12時、明立都市基盤管理課長の閉会の挨拶で終了した。 

以上 

 

記  南 弘元 

 

現在、呑川の会の会報を一般の方への広報用として掲示している掲示板は呑川近くに全部で 5

か所あります。 主に各小学校の塀際を中心に使わせていただいています。 

そのうち蒲田小学校の掲示板が最近、写真のように素敵に生まれ変わりました。 

 

 なんと、雨よけカバー付きの木製手作り品で   

す。木彫の「呑川の会」が目立ちますよね。 

 

経緯は、昨年 11月の「学校防災活動拠点」 

の会議の時に蒲小の池口校長さんから「呑川 

の掲示板を新しくしましょうか？」とのお 

話があり、私がどのような事なのですか、と聞 

いた所、主事の中井さんと言う方が大変器用な 

方で何でも廃材で作られるとの事、校長先生の 

思いもあり、新しい掲示板の製作をお願いしま 

した。    

  その後、連絡も取らなかったのですが、 

会員の工藤さんが発見し、菱沼さんから写真が 

メールで送られて、あまりに立派な掲示板に一 

同びっくり！ 

私もすぐに確認して、池口校長先生と主事の 

中井さんにお会いし、お礼を申し上げました。 

地域の活動の中で思わぬ成果が得られ、地域 

の方々との付き合いが大切である事を改めて感 

じました。 感謝です。 

ニュース  
― 蒲田小学校の掲示板が 一新しました！ ― 
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記  可児 昭雄 

 

桜の花が満開の頃、山里を歩くと、遠く自然林の中に白い

花が咲き乱れて咲いている大きな木が「辛夷・こぶし」で

ある。 

呑川沿岸の下流「清水橋」右岸で、一本周辺を明るく照ら

し周囲を和ませている。 

 この樹木の別名は、雪国では「田打ち桜」「種蒔き桜」と

呼ばれ、農作業を始める目安にしている。また「こぶし」

の呼名は、秋に「拳・こぶし」に似た実を付けるという云

われからである。 

 芳香のある花は、蕾と共に果実酒が作られる。 

☆こぶし（辛夷） 

・モクレン科 ・落葉高木 

◆参考文献 「薬草歳時記」鈴木 昶 

青蛙房 

◆写真：清水橋右岸 白石 琇朗 

 

記  白石 琇朗 

地図  寄立 美江子 

大岡山駅からの尾根道は標高 35ｍ位あり、大岡山一丁目 9番地①を左折して呑川まで 300

ｍを 15ｍ位一気に下

る「地下水の湧出によ

る谷頭浸食」で湾曲し 

た谷筋が台地に刻ま

れている流れで、大岡

山児童遊園②から東

工大の「ひょうたん池」

の近辺を通り③第 11

中グランド・落合水再

生センターの呑川流

入口に流れ込んでい

る。 

 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 
 

第 23回 辛夷（こぶし） 

呑川に合流する「流れ」考 14 
 

～ 大岡山流れ ～ 

① ② 

③ ④ 
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呑川緑道から旧

呑川流路は 1 本

右側の山沿いの

流路跡歩道のあ

る道から中根住

区センター を

通り中根公園の

方へ流れていた。

その先の平町

1-21の駐車場④

とマンションの

間に細い流れ跡

がある。廻り込

んで道路の先を

見ると⑤から⑥、

そして⑦とだん

だん高くなって

続き、5 番地の

住宅路地で終点

⑧となる。 

 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
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記  青木 陽二   

       

  呑川の会の年に一度の総会が 4月 18日、蒲田小学校で 13半から 17時頃まで開かれました。 

参加者は総会員数 64 名のうち、22 名でした。始めに、各自で自己紹介を行い。まず定例会議の議

事録作成者を今回から会員が順次 50音順で担当することを決めました。（今回は青木が担当） 

１．報告事項（高橋会長） 2014 年度の主な前進点について報告が有りました。2 回の「呑川講座」(洗

足池図書館・生活センター)を通じて、合計「11 名」の新会員を迎えたこと、「小学校呑川ウォーク」

では、「大森第 4 小学校・5 年生」が加わり、全部で 4校となったこと、2回の「昔の呑川・聞き取り」

の実施(雪が谷・飯田忠則さん。中土手・真田さん)、「呑川の橋と名所」検討会が「定例会」とは別に

8回開かれ、呑川の橋の測定値や写真など基礎資料が収集されたこと、呑川ネットの活動を通し、西蒲

田地域の悪臭の実態の意識調査が初めて行われたこと、「水神公園」及びその「付属建物」の活用につ

いて、説明会で意見表明をしたこと、「定例会」が毎月開催になり、連絡・情報交換が密になったこと、

源流として「 無原罪聖母宣教女会 」敷地内の湧水池が明らかになったことなどが報告された。 

２．2014年度会計報告・会計監査報告（福井）が行われました。（詳細別途） 

３．2015 年度役員選出が行われ、以下に決定いたしました。①代表：高橋(光)、②副代表：白石、 ③

事務局長：南、④事務局：菱沼・菊池、⑤会計：白石、⑥会計監査：内村、⑦定例会場担当者(蒲田小

学校：菱沼、ふれあいはすぬま：菊池)、⑧呑川の会のHP 更新担当：工藤、⑨区役所のオーちゃんネ

ット更新担当：菊池、⑩会報編集担当：白石・菱沼・工藤・菊池・福井、 

⑪その他：行事ごとに担当者を決め、世話人(上記他、古海・大坪・寄立・青木・木下)は順に分担し、

経験することが決まった。 

４．当面の活動 ①子供の日に「池上鯉のぼり」を吊るす件：白石が担当し、5 月 1 日(金)14 時に池上

出張所へ集まり、5 月 5 日(火)、9 時 20 分に池上会館集合し、「霊山橋」～「妙見橋」に鯉のぼりを 5

連吊す(1連 4匹)ことが決まった。 

②「おなづか小学校・呑川ウォーク」：大坪が担当し、行程は学校-池上駅-御嶽山-東調布公園-呑川-池

上会館-太平橋-学校とし、5月 20日(水)に、4年生 2クラス 51人を 8時半から 12時半まで付添うこと

が決まった。 

③「東工大・都市の環境問題学習」研究発表会：7月 16日(木)に 13：20から東工大・緑が丘１号館で

行わることが伝えられた。  

５．本年度の重点的活動 ①「学習会・勉強会」を偶数月の定例会後に行い、4月は福井・長島・木下に

よる新編武蔵風土記稿に現れた呑川、6月は木下による呑川と他の河川の比較と、新武蔵風土記続きな

どが決まった。 

②「呑川講座」は白石が担当し、蒲田図書館で 2 月か 3 月に実施すること、③「呑川の橋と名所」の

小学校教師用パンフレットを福井が 5月 19日までに原稿を完成すること、④秋のウォークは菱沼が担

当し、善福寺川で 11月 7日に実施すること、⑤春のウォークは白石が担当で仙川・野川で、4月 2日

に実施することが決まった。⑥今までに寄せられている見学要望事項 として、落合水再生センター、

森ヶ崎水再生センター、呑川の源流ウォーク、都市部貯水池などが報告された。   

 2015年度 
 

―  呑川の会・総会報告 ―         
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                                       以上、 

            

        お知らせ：当面の活動日程      記  高橋 光夫 

 

 

呑川の会・5月定例会 

（日時） 2015/5/14（木） 13：30～16：30 

（会場）「ふれあいはすぬま」（池上線・蓮沼駅下車 徒歩 5分） 

（主な議題） 

１．小学校呑川ウォークについて（おなづか小・雪谷小） 

２．やぐちのわたし祭り（矢口渡・歌舞伎のふるさとまつり）9/27出展要請について 

３．あらたな役割分担について 

  総会で、みんなで少しずつ役割を担うことになったが、さらに写真記録係等 

４．「新版・呑川は流れる」の準備について 

５．新入会員の要望の具体化について（源流探索・下水処理場や貯水池の見学など） 

６．その他 

（勉強会）４月の「新編武蔵風土記稿」が途中で終わったため、継続して５月に行う。 

*今回、初めての会場「ふれあいはすぬま」になります。同封の地図をご覧ください。 

*原則として「定例会」の開催日は、「偶数月」は「第 2土曜・蒲田小学校」、「奇数月」は「第 2木曜・

ふれあいはすぬま」を予定しています。 

 

小学校「呑川学習」（呑川ウォーク） 

大切な「社会貢献活動」です。子どもたちを案内するサポート役を募集しています。 

初めてで、様子を見る見学の方も大歓迎です。多くの方の参加申し込みをお待ちしています。 

 

１．（おなづか小学校・4年 2 クラス 51名）・・・・・担当：大坪 

  2015/5/20（水） 8：30 「おなづか小」集合 お昼に戻り「給食」提供あり。 

 

２．（雪谷小学校・３年 ３クラス 各クラス 40名）・・・・担当：大坪 

  2015/6/1、6/2、6/3の内、参加者の多い日に決まる。 

 呑川ウォーク開始は９時予定（１時間程度の範囲で歩き、戻る） 

 

３．その他「久原小」４年・大森第４小５年は未定 

 

「呑川の橋と見どころ一覧」（ウォークガイド）検討会 

（日時） 2015/5/7（木） 10：00～12：00 

（会場） 消費者生活センター・講座室 
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小学校呑川ウォークに間に合うよう、再チェックし、まとめる。（担当：福井） 

子供の日に 「呑川に鯉のぼりを」 

*２年前にも行いましたが、今年の５月５日（火）の朝から夕方まで呑川の「霊山橋」（池上本門寺

参道の橋）～「妙見橋」間に呑川の会で鯉のぼりを吊るすことになりました。 

 数としては１連４匹を７連吊るし２８匹です。 ぜひ、見に来てください。 また、お手伝い下さる方

は５日の９：２０分に池上会館に集合でお願いします。 

 

*「呑川ネット５月・定例会」は、5/14（木）10：00 生活センター・講座室 

*「呑川の会・６月定例会」は、6/13（土）13：30 蒲田小学校 を予定しています。 

                                                              以上、 

    新入会員紹介 

 

昨年の秋に入会して、さっそく世話人として活躍を始めている内村 博明さんの自己紹介です。 

 

 ＜内村 博明＞ 

大田区石川町二丁目をはじめに呑川の近くに約４０年、現在は世田谷区奥沢一丁目に住んでいます。

呑川の源流に興味があったので、散歩がてら桜新町、柿の木坂など上流目指して歩いています。 

偶然、洗足池図書館で「呑川を知ろう」の開講を知り、すぐに申し込んで呑川のいろいろなことを

学びました。そして、会のみなさんの熱い思いを感じました。呑川が郷土の川として自慢できるよ

う、微力ながら活動していきたいです。 

 

☆ ＜年会費納入のお願い＞ 

 会費（年 2,000円）の払込取扱票を同封しましたので、会費の納入をお願い申し上げます。 

編集後記 

                  天候不順が続いた春でしたが、ようやく５月らしいさわやかな季節がめぐって 

              来ました。 私も２回目の会報編集ですが、どうにか慣れて来ましたでしょうか。 

益々盛んになる会の活動に若干、ついて行くのが一苦労な思いもしますが、 

がんばりましょう。                            菊池 均 

 

 

 

 

 

 

 

 


