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2015年 10月 16日発行（通算第 78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 菱沼公平    

  

 

 

 

 

 

 善福寺川は杉並区の善福寺公園内ある善

福寺池の湧水がその源となっている。杉並

区を北西から南東に大きく蛇行しながら貫

くように流れている。そして杉並区との区

堺近くの中野区にある東京メトロの検車区

（電車基地）近くで神田川と合流する。 

 この間には都立善福寺川緑地と都立和田

堀公園が約 4.2 ㎞整備されている。現在南

に大きく蛇行している善福寺緑地なかよし

広場に貯留量 35,000㎥の調整池建設工事

中である。また、和田堀公園内の和田堀池

付近では河川整備工事が行われている。遊歩道は完備しているが、道の細いところもあり注

意が必要な個所もある。また数か所で工事が行われているため、う回路もある。 

 予定では、「神田川・環状七号線地下調節池」を見学を考えていましたが、火・木しか見

学できず、その時間で環七を超えて神田川との合流まで歩こうと考えています。 

 

荻窪駅北口→堺橋→善福寺緑地→昼食→和田堀公園→済美公園（ワンド）→環七→神田川

との合流点→東京メトロ丸の内線 中野富士見町駅（ここで解散）→自宅 

 

の み が わ 

恒例 秋の都市河川ウオーク へのお誘い 

～善福寺川を歩く～ 

呑 川 の 会  HP 

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

http://home.t07.itscom.net/nomigawa/【第 2】 

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

e-mail mitsuo.takahashi@nifty.com 

 

日 時：11 月 7 日（土） 10 時～15 時 

集合場所 中央線 荻窪駅北口（進行方向前の出口）10 時集合 

http://home.m00.itscom.net/nomigawa/【第1
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/
mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com
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記 菊池  均 

    

 

さる９月２７日（日）に大田区区民プラザにおいて開催された「矢口の渡・歌舞伎 ふる

さとまつり」が開催されました。これに合わせて催された各団体の展示コーナーに私ど

もも呑川の紹介展示を行いました。 

 

  

 

 今回のお祭では区民プラザの１階大ホールで地域の歴史的演目である神霊矢口渡の歌舞

伎公演を秩父歌舞伎正和会によって行われた他、地階の小ホールを含めて和太鼓や阿波踊り

等の数々の演目が披露されました。 

それに合わせて地階展示室においては大田区の各団体による展示や実演会も催されました。 

呑川の会では川から少し離れたこの下丸子地域の方達にも大田区の真ん中を流れる川の

存在をより知ってもらいたい、との思いから出展をいたしました。 

展示をご覧に来られる方のお多くはやはり歌舞伎見物の方が中心の様でしたが、熱心に展

示の写真等を見られる方の中には、以前呑川沿いに住まわれていた年配の方も多く、戦後す

ぐの頃に洪水に苦しめられたお話等、今となっては貴重な体験談を聞かせてくれた方もいら

「矢口渡・歌舞伎ふるさと祭り」   

            に展示参加！   
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っしゃいました。今回の写真には昭和４３年頃の呑川の橋の四方向からの撮ったものも初め

て展示し、またカワセミやウナギの写真に「え、いるの？」と驚かれた方が多かったことも

印象に残りました。 

今後も 11 月 27 日の大田区「第 15 回エコフェスタワンダーランド」（会場：東調布第三

小学校）等、会の展示会が続きます。ご都合よろしければ遊びにおいでください。 

 

 

 

記 福井  甫 

  

  久原小学校では 4年生の呑川総合学習の呑川ウォークにつづき、2学期早々の 9月 11

日に呑川に関する子どもたちの質問に答える授業があり、始めて呑川の会は参加しました。 

  子どもたちの関心に応じた「呑川の様子」「生きもの」「環境」「歴史」の 4テーマに

分かれ、呑川の会会員が分担して受け持ちました。会員の参加は 14名。余談ですが、な

かには有給休暇を取得して参加された方もいて、大助かり。 

 

 子どもたちの質問の

一部はつぎのような

ものですが 

 ・上流より下流の水質

が悪いのはなぜか 

 ・流れが速かったり、

遅かったりするのは

なぜか 

 ・生き物の変化は水質

の関係しているのか 

 ・きれいにするための

工夫は 

 ・呑川ができる前は何

があったのか 

 ・いつ飲めなくなった

のか 

 

 核心を突く質問も多く、呑川をよく見、よく考えてくれていることがわかります。 

 そんな子どもたちが家で、お父さん、お母さん、兄弟たちに話してくれ、呑川ファンがひ

ろがることも期待します。 

 

久原小学校 子供たちの質問 
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 記  可児 昭雄 

 

 

 

 

「春は花、秋は紅葉」と言われるように、あちらこちらから紅葉の便りが聞こえ、呑川沿

岸にも何となくその気配が感じられるようになってきた。 

 木々の葉が紅葉・黄葉になり、紅は「楓カ

エデ」「どうだんつつじ」等、黄は「いちょ

う」「ゆりの木」そして今回紹介する「唐楓

トウカエデ」等である。特に呑川上流「一本

橋」右岸の石川公園の「唐楓」は見事である。 

 黄葉は落葉の前に葉の中のカロチノイド

という色素が目立ってくるため、紅葉はアン

トシアニンという赤い色素ができるためで

ある。一日の中で桜の見頃は昼前であるが、

紅葉は夕暮に夕日に照らされた時である。 

 「唐楓」は江戸時代に中国から渡来した。

浜離宮には江戸時代に徳川吉宗が植えた「唐

楓」がある。 

 ＊ 唐 楓（とうかえで） 

   ・落 葉 高 木 

   ・春、淡 緑 色 の 花 

   ・公 園 樹、街 路 樹 

   ・ 参考文献：（財）法政大学出版               

    折井英治著 

「科学の質問箱」植物編 

    

 

記    白石 琇朗 

地図  寄立実江子 

 

上池上バス停から新幹線    

に沿って、池上用水と鴻巣流れの合流点の高架下から上流に遡ります。 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

     

―唐楓（とうかえで）の木― 

呑川に合流する「流れ考」16 

 

～鴻巣流れ～ 
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 斜めの細い流れ跡を行き長慶寺交差点のバス通りを右折すると、右側歩道が鴻巣流れ跡で、

洪水が起き易く土のう置場がある信号を渡り、①右側の歩道の流れ跡を少し行き右折すると、

そこからは鴻巣流れ専用の流れ跡が真っ直ぐに始まります。上池台三丁目公園②のど真ん中

を横切り、学

研通りの一

本左側の細い

道が水路跡③

で少しづつ登

っています。

左側に上池台

四丁目公園の

緑を通り過ぎ

ると、左の坂

が鴻巣坂です。

まっすぐ進み、

次の通りを少

し左に曲がり

（庄屋坂）④、なお細くなった路地⑤をくねく

ね行くと普通の道⑥に出る。進むと右側が水源

の射水坂公園⑦の下だ。 

 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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記   福井    甫    

 

呑川に架かる橋で新幹線鉄橋から３つ下流側に道々橋があります。この橋の橋柱にある橋

名は写真の通り本体は「どうどうばし」（写真 上）で付設の歩道橋は「どどはし」（写真

下）とあります。意図的に変えたのか ただ間違っただけなのか。 

 道々橋の橋名からの空想 
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 道々橋の橋名の由来については池上町史（昭和 7年刊）

の「大字 道々橋」の項の冒頭に「伝説に依れば、池上

より本村に通ずる途中呑川の流れありて橋梁を架す、此

の橋修繕に際し負担の関係より池上村と紛擾を起し遂に

独立して一村をなしたるよりドドの詰り橋の問題より独

立せし為ドド橋、即ち道々橋と称するに至れりと」とあ

り、この説は 「角川日本地名大辞典 13東京都」にも採

用されている。 

 しかし本来はドドの詰りでなくトドの詰りである。念

のために広辞苑ではトドの詰りとはトドとは鯔（ぼら）

が更に成長したものの称で鯔は幼魚から成魚になるに従

ってその名称を替え、最後に「とど」となるところから

結局、ついに、とどの詰り となるとあります。 

それを「道々」（どうどう）と字を当てるのは無理があ

る。 

 新編武蔵風土記稿ではドド橋と読んでいるが、大正期の池上に地図には道々橋を「だう

だうばし」と仮名を振っている。池上町史の筆者はこのような地図に腹を立てて池上町史

のなかでむきになったような筆勢で道々橋の由来を記載したのかもわからない。 

   

  なお雪谷地区の旧家の直井勝太郎さんは橋のところで「どうどう」で馬が動くようにな

ったからと聞いていたと話されていました。 

 ただ道々橋が付近の村民の村のシンボル的な存在だったのは間違いないでしょう。「道々

橋村」は慶安年間（1647～1651）以前には池上村から分村していたと思われるそうです。

（前述 角川日本地名大辞典） 

 従って村名を決める際、他の字名とかでなく道々橋と

いう橋名が選ばれた。丁度明治 11年東京旧 15区が画定

された時、日本橋区、京橋区が誕生したがそれはそれぞ

れの地区で日本橋、京橋がその地区の象徴的な存在だっ

たから区名に採用されたので他の 13区は橋でなく、芝と

か四谷、麻布とかの地名が採用されている。そのような

意味で道々橋はやはり地区のシンボル的な存在だったこ

とは間違いないと思う。 

 しかし道々橋の橋名の由来が池上町史の通りでないと

すると どのようなことなのか。私には今はわからない。 

 大坪さん、長島さん始め会員から道々橋橋名の由来に

ついて知見、卓見、空想、妄想が出たらおもしろいと思

います。 
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記  高橋 光夫 

 

呑川の会・定例会（10月～12月） 

 

（10月・定例会） 10月 10日（土） 13：30～16：30 蒲田小学校 

          偶数月ですので「勉強会」も開催します。 

（池上在住の飯嶋金正さんから「呑川の昔の話」をお聞きします。） 

（11月・定例会） 11月 12日（木） 13：30～16：30 ふれあいはすぬま（旧蓮沼小）第 2集会室 

（12月・定例会）12月 12日（土） 13：30～16：30 蒲田小学校 終了後懇親会予定 

（呑川ネット・定例会）10月 9日（金） 10：00～12：00 消費者生活センター 

*「定例会」は、原則として「偶数月」は「第 2土曜日 13：30～蒲田小学校」、奇数月は「第 2木曜 

13:30～ふれあいはすぬま」で開催します。 

*「偶数月」は、議題終了後、主として会員講師による「勉強会」を開催しています。お楽しみに・・ 

*「定例会」の案内は、原則として「会報」のみで行います。 

日時や会場の変更があった時のみ、ハガキ・FAX・メールなどでお知らせします。 

 

おおた「商い・観光展」 

10月 17日（土）～18日（日） 大田産業プラザ（PIO） 毎年 1万人規模の来場者を誇るイベント 

「呑川の会」も出展し、キレイな呑川や生きものと共に、地図や新旧写真で呑川を紹介します。 

雪が谷センターまつり 

10月 3日（土）～4日（日） 雪が谷文化センター 

「呑川」沿いにある文化センターで、「呑川」や「呑川の会」の紹介をします。 

秋の都市河川ウォーク「善福寺川」 

11月 7日（土） 恒例の呑川以外の「都市河川」見学会。詳細は今号 1ページをご覧ください。 

紅葉が始まる時期、ぜひみんなで秋の都市河川を楽しみませんか？。 

エコフェスタ・ワンダーランド 

11月 15日（日） 10：00～15：30 東調布第三小学校（久が原駅近く・南久が原 2-17-1） 

例年小学校で持ち回り開催する環境関連団体のイベント。親子連れ中心の来場者。 

「呑川の会」も PR展示を行います。前日準備作業。 

蒲田図書館・連続 5回「呑川講座」 

2016年 2月 6日（土）～3月 5日（土） 蒲田図書館にて毎週土曜開催。1/16～展示も行う。 

詳細は次号発表します。皆さんの日程の確保をお願いします。 

【編集後記：私の手違いで編集が遅れました。記事の不足を福井さんが急遽埋めてくれ何とか 

完成しました。次回はもう少しスムースに出来るよう考えます。 菱沼公平】 

当面の活動日程 


