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（高橋 光夫 記） 

 

 

（１）進む「東日本大震災レベル」耐震補強工事（防潮堤） 

 

・呑川下流（「柳橋」～河口）は「阪神淡路大震災レベ

ル」の対策は終了済みですが、現在は「東日本大震

災レベル」の耐震補強が進められています。 

・「柳橋」より下流は「液状化」の心配があるからで

す。 

・その為「地盤改良」と「護岸補強」が進められてい

ます。 

・現在は「藤兵衛橋」付近と河口部の工事が進んで

いますが、次に「東橋」～「末広橋」間が予定されて

います。 

 

（２）最終段階を迎えた「網フェンス」（転落防止柵）交換 

 

・「呑川緑化工事」の一環として、「ヘデラ植栽」「網フェンス交換」が進められています。 

・下流から順に進められた工事は、残す所「石川台中学」前から最上流までとなりました。 

の み が わ 

（呑川最新情報） 

― 変わりつつある呑川 すすむ改修工事 ― 

消える「網フェンス」・・・（石川台中学付近） 

気になる「本村橋」架替え工事・・・ 
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・石中前は両岸の桜並木とヘデラのカーテンが美しい場所ですが、ヘデラがフェンスを通って川に垂れ下がっ

ているので、「網フェンス交換」が出来ません。その為現在のヘデラと、ツツジなどの植栽を全面撤去し、新しい

「転落防止柵」を設置してから植え直す工事が行われています（右写真）。 

・こうして長い間「呑川」の象徴的「網フェンス」は消え、「アルミフェンス」に変わろうとしています。 

 

（３）環境配慮が期待される「本村橋」」構造改良工事 

 

・「本村橋」（久が原）の直下には「自然河床」が残り、魚たちの休憩場所にもなっていて、さらに遡上する大切な

場所になっていました。 

・ところが老朽化に伴い「架替え工事」をすることになり、この場所の条件の中では「自然河床」を残すことが困

難で、「コンクリート・カルバート構造」に近い「構造改良工事」が進められています。 

・現在は、河床のコンクリート張りと橋台が出来上がり、まもなく橋桁が掛けられようとしています。 

・私たちは呑川「最上流部」まで魚が遡上出来る環境

整備を願っています。それはユスリカ対策にも効果を

発揮するでしょう。 

・工事現場に隣接した場所で、左写真のような実験が

行われました。魚の休めるミニワンドのテストです。限

られた条件の中で、行政の方も努力されているのが

見えてます。 

・これらが大いに効果を発揮するよう期待をしてやみ

ません。 

 

（４）安全と改善が進む「３８橋歩道橋」（通称：一本橋）改修 

 

・「橋」の小さな補修工事も、複数の場所で進められて

います。 

・石川町の「一本橋」は、錆びが進み、「橋桁」も「欄干」

も再塗装され、キレイになりました。 

・従来あった隙間から、ゴミや幼児が落ちることの無い

よう、矢印に見られるように護岸が延長され、安全が

確保されました。 

（*「弾正橋」の架替えは次号で報告します。） 

魚の居た 

自然河床 
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  （高橋 光夫 記） 

 

・毎年恒例となった「呑川講座」・・・ 

今年は「蒲田図書館」三橋館長のご厚意で、

2/6～3/5迄の毎週土曜開催。 

「呑川中流ウオーク」を含めて 6 回の連続講座

には、48名もの参加申し込みが 

ありました。 

（もちろん、当日ご都合の悪い方もいますので、

出席人数は毎回変わりました） 

・私たち会員が、「歴史・生きもの・水質・水路・

未来展望」など、日頃の研究の成果を発表しま

したが、それにしても熱心な受講者が多く、専

門的な質問も多数寄せられ、毎回時間が足りないほどでした。 

・この講座での「入会希望者」は 2名、新しい仲間が増えることは、本当にうれしいことです。 

 

 

（菊池 均 記） 

 

 

     

                

○ 例年開催の環境フォーラムが３月１２日（土）に大田区区民ホールアプリコのＢ１展示室において開

催されました。 区内参加団体は計２７団体で、これに合わせて催された各団体の展示コーナーに私

達も呑川の紹介展示を行いました。 また参加６団体による２０分間のプレゼンテーションにも参加

しました。 フォーラムらしくこの催しは域内環境団体の活動交流の色彩が強い会ですが、今年は一

般参加者対象のワークショップやスタンプラリーも企画され、来場者には最後にフラワーポットのサ 

「蒲田図書館・呑川講座」 

もっと知りたい！ 郷土の川・呑川 
 

― 熱心な参加者で盛り上がった 6日間 ― 

「大田区：環境フォーラム 2016」 に参加して     

大田区区民ホールアプリコのＢ１展示室 
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ービス等、なかなか飽きさせない、内容豊富な催しになった様に思います。 

蒲田図書館の呑川講座のすぐ後の日程ということもあり、今回はなかなか十分な準備で望めなかっ

た私達ですが、来年からは、この会を各環境団体がお互いに今後の活動にエールを送り、今後の活動

の展開に良い刺激を与え合える会として、より積極的に望めたらと思います。 

     また、一般の方でも大田区の環境に少しでも関心が有る方ならば、来場によりきっと素晴らしい発見

と出あいが有ることでしょう。 来年になりますが、ぜひ一度足をお運びください。 

 

 

 

（記  白石 琇朗） 

（地図  寄立 美江子） 

 

現在、呑川に流入している湧水流れで最大の流れは「洗足

流れ」です。その元は目黒区との区境である「北千束一丁目

26番地」の清水窪弁財天の池①で、「東京の名湧水57選」

に選ばれ、長さ約20ｍの池の小島に弁財天を祀っていて、こ

の流れが「清水窪湧水」②で洗

足池③に流入している。  

「貉窪（むじなくぼ）湧水」は

清水窪湧水と公園入口の桜山下

で合流していたが、その跡は千

束出張所を右折して稲荷坂④

を少し上り左折し⑤レンガ歩

道が大井町線を潜り環七西側の

窪地まで続いている。        

「長原の湧水」は、池の北東

の細い路地⑥から道路右側の

レンガ歩道が南千束東児童公園

の脇⑦を通り、品

川区に近い中原街

道と環七との交差

点下まで続いてい

る。   

「出穂山（でぼ

やま）下の湧水」

は千束八幡神社近

く⑧の窪地から東

工大方面に向かっ

ている。 

 

呑川に合流する「流れ」考 18 

～ 洗足流れの４本の源流  ～ 

①  

 

② 

④ 
⑤ ⑥ 
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⑦ 

⑦ ⑧ 
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（記 白石 琇朗） 

 

 

 仙川は（多摩川）野川の支流の一級河川で、小金井市から三鷹市・世田谷区の二子多摩川手前まで20.9

㌔流れ、桜の古木並木の遊歩道も完備した快適な流れのコースです。 

 

＊ 集合日時 ： 4月2日（土）10時 京王線・仙川駅 改札口 

＊ 散策コース：歩程・約7キロ 、多摩堤通・砧中前よりバスにて二子多摩川駅へ 

＊ 解  散 ： 田園都市線・大井町線・二子多摩川駅 15時 

＊ コ ー ス ：  

 仙川駅 → 仙川橋（甲州街道） → 京王線ガード → 第一生命グランド → 駒大グランド → 

祖師谷公園・昼食（ＷＣ） → 成城大学・池 →  小田急線（成城学園前駅） →  

東宝撮影所  → 世田谷通 → 砧（大蔵）公園  → 東名高速道 → 水神橋（丸子川） →  

鎌田橋・野川 → 砧中前バス停 ⇒ 二子多摩川駅 

＊雨天時：朝のみ雨、途中からの小雨は歩きます。 連絡先：白石０９０－６０４４－７２７５ 

  

 仙川の名は、かつての水源であった勝渕神社前の丸池に釜のような湧水口がたくさんあり、千釜と呼ば

れていました。この千釜が転じて仙川になったという説と、仙人が住んでいた伝説からという説もありま

す。 仙川は緑豊かな祖師谷公園・成城学園の中を流れ、成城学園前駅の小田急線を潜り、右岸左岸の湧水

を加えて静かな東宝スタジオ（撮影所）の中を通り、世田谷通りを渡り、湧水豊かな広大な緑地の砧公園

下と辿ります。東名高速道路の下を通り、直線化された仙川の丸子川（六郷用水）に分水する水神橋手前

に堰があり、水浄化施設へと水が送り込まれます。ここで浄化された水は、そのまま仙川下流に流される

ほか地下導水管により谷戸川・谷沢川にも送水しています。昔は六郷用水との合流点の水神橋が仙川の終

点でしたが、現在は幅広い川となって、そこからじきに野川に合流します。水神橋の近くに昔の仙川の流

れと水神社があります。 

 

 

春の都市河川・桜ウォーク！ 

－仙川下流 ウォーキングのお誘い－  
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祖師谷公園（昼食弁当とお茶を用意して下さい） 

祖師谷中橋（嵌め込みガラスブロック）    祖師谷公園（親水テラス） 
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（記 菱沼 公平） 

 

 

 4月 3日（日）に、大田観光協会協

賛による「呑川・桜ウオーク」が行わ

れます。暖冬の影響で桜の開花が早ま

るとの予想ですが、何とか 4月までも

つのではと思っています。 

 呑川は夫婦橋親水公園から池上橋ま

で桜を見ながら歩き、池上本門寺で解

散します。本門寺での桜見物はそれぞ

れで行ってください。 

 川沿いのサクラは、夫婦橋親水公園、

京急線から仲之橋、御成橋の前後、大

平橋の前後、日蓮橋の前後から上席橋

上流まで、養源寺周辺、池上小学校前、

池上橋下流で楽しめると思います。 

 

実 施 要 項 

 4月3日（日）9時50分 京急蒲田駅  改札階段下 1 階広場集合 

 10 時出発 京急蒲田駅～

夫婦橋親水公園～弾正橋～

菖蒲橋～JR 鉄橋下～大平橋

～日蓮橋～堤方橋～霊山橋

～池上橋～池上本門寺前（解

散） 12時30分予定 

 

 小雨決行です。 

呑川の話と桜を楽しんでく

ださい。 

 多くの皆さんの参加をお

待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

恒例 春の呑川・桜ウォーク 

－ 大 田 観 光 協 会 協 賛 － 

日蓮橋から上流を望む 

蒲田小学校前のサクラ 
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（可児  昭雄 記） 

 

 

梅も花が散り、いよいよ春の花が次から次と咲き、桜の花見

シーズンが来る。桜の満開を迎える前に開花するのが「もくれ

ん（木蓮）」である。この花は小高木で、紫色の花が「しもく

れん（紫木蓮）」、そして今回紹介するのが、春の青空に向って

咲く、高木で白い花の「はくもくれん（白木蓮）」である。 

この樹木は中国原産で、古くから寺院などに植えられている

「たいさんぼく（泰山木）」も同じ仲間である。欧米では「つ

ばき類」、「つつじ類」と共に、「三大花木」と言われている。 

中国では、「はくもくれん（白木蓮）」の「花と蕾み」は薬用

として使用される。 

「はくもくれん（白木蓮）」の街路樹として使用され、春の花

として楽しませている。  

＊ はくもくれん（白木蓮） 

・もくれん科 

・落葉、高木 

・参考文献： 

「四季の花ごよみ」 講談社 

「花の七十二候」 (株)誠文堂新光社  

    

 

   

（高橋 光夫 記） 

 

 

 

（開催日時） 2016年4月 9日（土） 13：30～16：30 

（会場） 蒲田小学校 会議室 （蒲田駅から 8分 「あやめ橋」脇） 

 

（主な議題） 「会計報告」や「役員選出」もありますが、「この 1年、どんなことをし

たいか？」を中心に、率直な意見交換をしたいと思います。 

今抱えている課題はもちろん、「呑川の源流を見てみたい」「貯水池を見学した

い」「こんな地図が欲しい」「こんな知識を深めたい（勉強会をしたい）」「あそこで

工事をしているけれど、どうなるの？」等々、新しい会員の方々を含め、会の活動がより楽しいものになるよう、

話し合いましょう。 

（懇親会） 新会員歓迎を含め、時間の都合がつく方は、短時間ですがちょっと一杯・・・ 

★ ふだん顔をお見せにならない方も、この機会に、ぜひ都合を付けていらしてください。 

近況を話し、肩をたたき合い、お互いの笑顔を見ると、きっと元気が出てきます 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 第 27回 

―はくもくれん（白木蓮）―  

「呑川の会・総会」のお知らせ 

2016/4/9（土） 蒲田小学校（会議室）にて 
 

― 久しぶりに、みんなで顔を合わせましょう！ ― 
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「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大田区呑川調査・報告会」 

2016/3/28（月）10：30～11：30 

大田区蒲田庁舎 5階 

 

「総合的な水質浄化」による改善効

果の検討がされてきました。 

その結果が報告されます。 

「春の都市河川・桜ウォーク」 

2016/4/2（土）10：00 

京王線「仙川駅」改札口集合 

（会報 ６ページ参照） 

今回は「野川」の支流・仙川・・・。桜

の古木が立ち並ぶ素敵な遊歩道を

みんなで散策しましょう。 

「呑川・桜ウォーク」 

2016/4/3（日）9：50～12：30 

京急「蒲田駅」１階集合 

「夫婦橋」から「池上本門寺」までの

呑川・桜並木を歩きます。 

（申込）hd3k-kkc@asahi-net.or.jp 

又は FAX 03-3739-3738 

「呑川の会・総会」 

2016/4/9（土）13：30～16：30 

蒲田小学校・会議室 

（会報 ９ページ参照） 

皆さん揃って、ぜひお越しください。

記念写真も撮る予定です。 

懇親会も予定しています。 

「呑川の会・定例会」 

（５月） 

2016/5/12（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」にて 

（６月） 

2016/6/11（土）13：30～16：30 

蒲田小学校・会議室 

「呑川ネット関連」 

（グランドデザイン検討会） 

2016/4/11（月）10：00～13：00 

（総会） 

2016/4/22（金）10：00～12：00 

いずれも消費者生活センターにて 

（ 編 集 後 記 ） 

  「呑川講座」の講師の皆さん、運営に当たった会員の皆さん、お疲れ様でした。たくさんの方が 

  入会してくれたらうれしいですね。４月には２回ウォークが予定されています。こちらも入会の 

きっかけになればと思います。私も入会して丸一年が経ちました。呑川に関する情報はもちろん 

ですが、諸先輩方のいろんなお話を聞くことができ、大変楽しく過ごすことができました。 

さて、今回の会報も情報が満載です。総会で皆様とお会いしましょう。 

                                  （内村 博明 記） 

 

mailto:hd3k-kkc@asahi-net.or.jp

