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  （高橋 光夫 記） 

 

 

今回のウォークは「蒲田図書館・呑川講座」に参加され

た方も多く、「都市河川ウォーク」では過去最高の 26名

の参加者を迎えました。 

（ウォークコース詳細は、会報 81号をご覧ください。） 

（1）自然河床に花がいっぱい 

「仙川」の下流域は、コンクリートが現れない「自然河床」

が続いている。 

土砂が堆積したままになり、そこに咲く「菜の花」がじゅう

たんのように美しい。実際には外来種の「セイヨウカラシ

ナ」と思われるが、荒れ地に強く、濁流にも負けない

強い繁殖力が、土砂の流出さえも守っているようだ。 

薄紫の「花大根」も彩りを添えている。 

 

（2）自然河床の変化に見合う植生 

この「自然河床」は、ある場所は土砂が露出している

が、ある場所は水面に覆われている。 

常に水がある場所に「菜の花」は無くても、「ヨシ」や

「ツルヨシ」「ガマ」などが見られ、植生にも変化が見ら

れ、そこにやって来る野鳥も違っていた。 

 

（3）タヌキがお目見え 

その土砂溜まりに「タヌキ」がいた。 

川の真ん中は、大敵の人間とは隔絶された安全地帯。

稲科の植物やカラスノエンドウ、菜の花、野ねずみなど

食べるものもいっぱいあるのだろう。 

 

の み が わ 

（恒例・春の都市河川ウォーク） 

仙川下流 桜ウォーク（2016/4/2） 
 

― 自然河床と清らかな水が魅力 ― 

2016年5月6日発行（通 算 第82号） 

連絡先 〒145-0061 大田区石川町1-26-８ 

発行    呑川の会   代表 高橋光夫 

呑川の会 e-mail： mitsuo.takahashi@nifty.com 

呑川の会HP http://home.m00.itscom.net/nomigawa/ 

高橋会員HP http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 

mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com
http://home.m00.itscom.net/nomigawa/
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/


2 

（4）清らかな水（分流式） 

「仙川」に流れる水は、透明感のある清らかな水で、

「呑川」に比べれば水量も豊富です。 

「国分寺崖川」からのきれいな湧水が入るだけでな

く、「雨水」と「汚水（家庭排水）」を別に流す「分流式

下水道」で、大雨が降っても「仙川」には汚水が入っ

て来ないのです。（呑川は、汚水が川に入りこむ「合

流式下水道」） 

また「三鷹東水再生センター」の高度処理水は全量

「仙川」に注ぎ込まれ、豊富な水量が保証されてい

ます。 

 

（5）水を浄化して「等々力渓谷」へ 

「新打越橋」の付近に取水口があります。この地下

には「礫間接触酸化法」という浄化施設があり、下流

や「谷沢川」に送られ、渓谷美で名高い「等々力渓

谷」のキレイな水をまかなっています。 

「仙川」は「野川」に注いでいますが、その「野川」の

水も同じ方法できれいにして「多摩川」に注いでいま

す。 

 

（6）川面に映る満開の桜 

今回のウォークは桜の満開時期にぶつかりまし

た。なかでも「成城学園」付近では、川面に桜がき

れいに写し出され、独特の美しさをかもし出して

いました。白石さんの案内で、とても気持ちよく楽

しい散策の 1日となりました。 

 

（*4/9開催の「呑川の会・総会」では、このウォー

ク参加者を中心に 5名の新会員を迎えました。） 

 

 

 

 

   

（高橋 光夫 記） 

 

 

（開催日時） 2016年4月9日（土） 13：30～17：00 

（会場） 蒲田小学校 ３階図書室 

呑川の会の平成２８年総会が、開催されましたので、この会報のみがわの紙面で、報告します。 

会計報告書と呑川の会々員名簿は、会員のみに同封しますので、ご査収ください。 

呑 川 の 会 ・ 総 会 報 告 
 

― 新会員４名を含め２３名が、顔を合わせました！ ― 
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なお、個人情報保護の観点から住所は、町名までです。詳しい住所・電話番号等をお知りになりたい方は 

ご連絡ください。 

2016年度総会 議事録                   記録 2016.4.10 福井 

出席者  

① 高橋光夫、②白石琇朗、③内村博明、④古海信雄、⑤後藤敏子、⑥長島保、⑦菊池均、 

⑧菱沼公平、⑨工藤英明、⑩寄立美江子、⑪石原百合子、⑫橋本文興、⑬木下武雄、⑭福井甫 

⑮安岡達郎、⑯武富正治、⑰首藤友哉、⑱小熊健司、⑲南弘元 

（新会員）⑳山口美保子、21.亀田やすみ、22.高木護郎、23.内田邦夫、 

        以上 ２３名（順不同・敬称略） 

☆新会員の自己紹介記事は、次号以降にて、順次掲載いたします。 

議  事 

  2015年度会計報告 白石会計担当からの別紙（略）会計報告書の通り了承 

2015年度会計監査報告 報告者内村会計監査の通り了承 

世話人 

  2016年度世話人人事は、次の通り決定しました。 

    世話人代表 高橋光夫       

    副代表兼会計担当 白石琇朗  

    会計監査   内村博明 

    事務局長   南弘元  事務局 菱沼公平、菊池均 

    世話人    木下武雄、工藤英明、古海信雄、安岡達郎、福井甫 

 

2016年度行事計画は、次の通り決定しました。 

     （ ）内は 推進者・連絡窓口 

1.新版・呑川は流れるの編纂（総責任者 高橋光、当面のまとめ 福井） 

2016年12月末までに一次原稿作成 

「2-8呑川と文化」のうち 2-8-1 文芸作品2-8-2 映画 の担当（首藤） 

2.都市河川ウォーク 秋  横浜市帷子川ウォーク （安岡・白石） 

          春  世田谷区谷戸川ウォーク （白石） 

3.鯉のぼり掲揚 準備作業 5月2日（月）（白石）13時30分から池上特別出張所会議室 

           現地掲揚 5月5日（木）（白石）8時30分妙見橋集合 

4.学校行事への協力 

      雪谷小学校 街たんけん授業、夏休みのワクワク教室（古海）       

      久原小学校 総合学習（福井） 

      おなづか小学校 総合学習（安岡） 

      大森第四小学校 総合学習（高橋光） 

       雪谷小学校以外のワクワク教室は今年度は見送る 

       各推進者・連絡窓口担当は担当学校と連絡をとり、窓口であることを確認する 

5.呑川講座の開催 

       講座のまとめ・調整（首藤、工藤アシスト） 

       三橋蒲田図書館長への依頼（白石） 

 会場 久が原図書館 会議室 予定 

       時期 1月 28日（土）～2月25日（土）の土曜日 14：00～16：30 5回予定 
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            ウォーキングは2月 19日（日）予定 

6.各種行事への参加 

      おおた商い・観光展（南） 

      エコフェスタ（菊池） 

      洗足区民センターさくらフェスティバル（白石） 

7.大田区 環境フォーラム（菊池）」 

8.呑川ウォークの実施 

      呑川全域ウォーク（上流） 

         〃    （中流）久原小・女塚小ウォークに同道 

         〃    （下流） 

         〃    （旧呑川緑道）（菱沼） 

      呑川源流ウォーク（支流緑道） 柿の木坂流れ、九品仏川 

         〃    （本流緑道） 深沢流れ、秋山邸 

    森ケ崎水再生センター、地下調節池、貯水池の見学 

9.展示用資料の充実・作成 

  なお総会終了後 馬込ビデオクラブ作成アニメビデオ「呑川のうなぎ」を映写しました。  

以上 

2015年度の活動実績は、下記一覧表のとおりです。 

2015年度 活動内容 2015担当 参加数 備考 

2015年4月4日 春の都市河川ウォーク・柳瀬川 白石 14   

2015年4月8日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 7   

2015年4月8日 臨時拡大世話人会   8 役員体勢検討 

2015年4月16日 東工大・環境計画演習 高橋   レクチャー＆walk 

2015年4月18日 呑川の会・総会   22   

2015年4月30日 会報印刷・発送 菊池     

2015年5月1日 池上地区・呑川鯉のぼり（準備作業） 白石     

2015年5月5日 池上地区・呑川鯉のぼり（展示） 白石 15   

2015年5月7日 「呑川の橋と名所」検討会 福井 9 小学生向けまとめ 

2015年5月14日 呑川の会・定例会   17 ふれあいはすぬま初回 

2015年5月20日 おなづか小学校・呑川ウォーク 大坪 12 4年生 

2015年6月1日 雪谷小学校・呑川ウォーク 古海 13 3年生・街たんけん 

2015年6月5日 ユスリカ対策・行政説明 高橋 1 新型補虫器 

2015年6月12日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 6   

2015年6月13日 呑川の会・定例会   17 （学習会・福井） 

2015年6月25日 呑川グランドデザイン検討会 菊池 6 アロマスクエア 

2015年6月27日 久原小学校・呑川学習 高橋 6 パワポによる発表 

2015年6月29日 大森第4小学校・呑川学習 高橋 10 質疑応答授業 

2015年6月30日 久原小学校・呑川ウォーク 福井 12   

2015年7月9日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 9   

2015年7月9日 呑川の会・定例会   15   

2015年7月14日 東京都下水道局訪問 福井 6 東調布貯留池 

2015年7月16日 東工大・環境計画演習 高橋 14 成果発表会 
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2015年7月22日 呑川グランドデザイン検討会 菊池 3   

2015年7月29日 呑川グランドデザイン・事例見学会 菊池 3 神田川・音無親水公園 

2015年7月31日 会報印刷・発送 福井 5   

2015年8月8日 呑川の会・定例会   17 （学習会・青木） 

2015年8月13日 大田区都史基盤管理課訪問 福井 2 河床整正工事予定 

2015年8月20日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 7   

2015年9月3日 東工大・吉村研究室訪問 福井 2 シミュレーションについて 

2015年9月10日 呑川の会・定例会   14   

2015年9月11日 久原小学校・呑川学習「質問会」 福井 14 4グループ編成 

2015年9月17日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 8   

2015年9月27日 矢口渡・歌舞伎のふるさと祭り 南・菊池 9 区民プラザ 

2015年10月3日 雪が谷文化センターまつり 工藤 5 10/4迄2日間 

2015年10月9日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 6   

2015年10月10日     18 （勉強会・飯嶋さん） 

2015年10月16日 会報印刷・発送 菱沼 7   

2015年10月17日 おおた商い・観光展 南 7 10/18迄の 2日間 

2015年11月4日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 5   

2015年11月6日 東京都二建打合せ 福井 6 当面の工事日程 

2015年11月7日 秋の都市河川ウォーク・善福寺川 菱沼 15   

2015年11月13日 呑川の会・定例会   15   

2015年11月14日 エコフェスタ（東調布第3小学校）準備 菊池・南 3   

2015年11月15日 エコフェスタ（東調布第4小学校） 菊池・南 7   

2015年11月29日 水神公園隣接建物活用説明会 福井 2   

2015年11月30日 呑川グランドデザイン検討会 菊池 7   

2015年12月5日 呑川・源流ウォーク（無原罪教会） 白石 12   

2015年12月10日 会報印刷・発送 青木 7   

2015年12月12日 呑川の会・定例会   19   

2015年12月14日 大田区都史基盤管理課訪問 菊池 7 水質改善等の課題 

2016年1月14日 呑川の会・定例会   16   

2016年1月15日 呑川グランドデザイン検討会 菊池 8   

2016年1月21日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 6   

2016年1月24日 NPO・区民活動フォーラム     不参加 

2016年1月24日 大坪庄吾さん・前夜式   16   

2016年1月25日 大坪庄吾さん・葬儀   5   

2016年1月26日 落合水再生センター訪問 福井 13 見学と質疑 

2016年2月3日 呑川グランドデザイン検討会 菊池 6   

2016年2月3日 JCOM生放送・出演 高橋   呑川講座PR（三橋氏と） 

2016年2月6日 蒲田図書館・呑川講座（第1回） 長島・菱沼・高橋     

2016年2月11日 蒲田図書館・呑川講座（呑川ウォーク） 菱沼・白石     

2016年2月13日 蒲田図書館・呑川講座（第2回） 高橋・可児     

2016年2月17日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 7   



6 

2016年2月20日 蒲田図書館・呑川講座（第3回） 齊藤     

2016年2月26日 久原小フェスタ 高橋   学校公開・発表 

2016年2月27日 蒲田図書館・呑川講座（第4回） 寄立・白石     

2016年3月5日 蒲田図書館・呑川講座（第5回） 菊池     

2016年3月10日 呑川の会・定例会   15   

2016年3月12日 大田区環境フォーラム 菊池 11 （プレゼン・菱沼） 

2016年3月17日 呑川ネット・定例会 菊池・内村 6   

2016年3月20日 洗足区民センターさくらフェスティバル 寄立・白石 8 ギャラリートーク 

2016年3月21日 会報印刷 内村・工藤     

2016年3月22日 会報発送 内村 7   

2016年3月25日 蒲田図書館・三橋館長訪問 福井 2 「呑川は流れる」編集相談 

2016年3月27日 掲示板・新規作成取付（醍醐倉庫） 工藤     

2016年3月28日 大田区「水質浄化」効果検証報告 菊池 10   

2016年3月28日 池上地区・呑川鯉のぼり「申請」 白石 2 大森まちなみ維持課 

 

＜当面の予定＞ 

1）5月5日（木）「呑川鯉のぼり」展示池上地区（霊山橋-妙見橋-養源寺橋） 

2）5月6日（金） 13：00 ・「会報印刷・発送」 こらぼ大森  

3）5月8日（日）「小学校・呑川ウォーク」下見   

4）5月11日 午前中「おなづか小学校・呑川ウォーク」  

5）5月12日（木）「呑川の会・定例会」 ふれあいはすぬま第 2集会室 13：30 

6）5月18日（水）13：30「大田区との意見交換会」  

7）5月26日（木）午前中「久原小学校・呑川ウォーク」  

各小学校の「呑川ウォーク」は、おおむね 1校時から開始しますが、 

集合時間など詳細は、後日お知らせします。 

全部で 4校を予定しています。多くの皆さんのご参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

☆ ＜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。  

会計担当：副代表 白石琇朗 
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呑川に合流する「流れ考」18          記：白石 琇朗 

～奥沢流れ最源流「奥沢弁天池」～    地図：寄立 美江子 

2011年12月20日発行の「呑川に合流する「流れ」考・３」に「奥沢流れ」を記載しましたが、

奥沢駅近辺の自由通りより先の流れがはっきりしていませんでした。この度世田谷区奥沢在住の内

村会員より、地元の「土とみどりを守る会」ニューズレター第33号2008年11月1日発行の「懐

かしい風景を復元する（奥沢弁天池）」を提供されました。 

「奥沢弁天池は、奥沢銀座通りの奥沢駅側の入口（入

船寿司の南隣）にあり、昭和 25 年に池が埋められ弁

天様は奥沢神社の境内に移設されました。弁天池には

湧水がこんこんと噴出し、西側（押切整骨院前の通り）

上流から流れる湧水と合わせ、呑川に注ぐまで稲田を

潤していたそうです。」と書いてあり、実踏しました。 

弁天池跡からゆるい登りで整骨院前を通り、一つ目

の通りを横切ると、細い水路跡①があり、その先の通

りにも水路跡②あり奥に続いていて最源流だった。ま

た池跡に戻り、前回の「流れ考」の自由通りから片側

歩道の流れに合流していて、そこから分流

があり、城南信用金庫の駐車場の先に流れ

跡③④があり、辿ると銀座通りに突き当た

る。通りを渡ると⑤⑥の流れ跡がある。銀

座通り

の豊島

工務店

の主人

に聞き、

近くの

工事現場の 3m

下を見ると水が

湧き出ていて湧

水の多い地域だ

と認識できた。

近くの奥沢神社

の弁天様に参る

と昔をかたどり

水路に囲まれ橋

があった。 

① 

② 

④ ⑤ 

③ 

⑥ ⑤ 

①  

④ 
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編集後記 

当呑川の会も創立20年をまもなく迎えようとしています。（1997年5月 会 創設） 

それを記念に「呑川は流れる201X」版の本格的編集・編纂が始まりました。 

2016年4月9日開催の呑川の会総会でも、今年度中に第一次原稿を世話人会に提出することが決

まりました。編集方針は、「全員参加」です。今年入会された 5 名の新会員を迎え、会員は総勢

70名となりました。会員名簿は、個人情報保護の観点から、住所を町名までとして、この会報に

同封しますので、ご査収ください。      工藤英明 


