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投稿 青木 陽二 

 

呑川の会の皆さんへ   

夏は夜の呑川の観察は如何でしょう。馬引き橋から上流を見て居ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記：南 弘元 

京浜急行線の連続立体高架事業の関連事業として、京急蒲田駅西口地区の再開発に伴い、駅前交通広場に

連絡する補助街路 328号線の一部として、弾正橋の工事が計画されました。改修前の弾性橋は、約 4m幅

の橋でした。この橋は高潮対策護岸の一部を切り落として架かっていました。（京急線も地上を走ってい

て同じ状態でした。） 

実工期は、平成 25年 2月から、26年 3月でした。他の橋の架け替えからみると、大変早く完成しました。

工事方法は、護岸の外側に橋脚を造り、護岸を跨ぐ工法でした。弾正橋は、呑川に架かる多くの橋の中で

も、歴史的に由緒ある橋です。行方弾正直清に由来しています。行方弾正は、後北条家の家臣として仕え、

六郷領一帯を支配していました。 

天成 18年（1590年）豊臣秀吉の小田原城征伐に際して、この橋を渡り出発し、討ち死にしたと言われて

います。 

の み が わ 

夜 の 呑 川 
－ネオン咲く、華やかな街並み－ 

弾正橋が新しくなりました！ 

京浜線高架化事業・京急蒲田駅西口地区再開発の一環！ 
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新しい橋は、幅 15m強、3車線で道が両側に 2.7m付いています。 

橋の長さは、約 30mですが、道路が曲がっているため、変形した

橋になっています。右側上流の歩道も改修され、桜（神代曙）7本

が植えられています。 

  

 

  

改修後の弾正橋 

改修前の弾正橋 

 

改修前の弾正橋 



3 

 

 

  （内村 博明 記） 

 

 

今回の源流ウォークは、駒沢の台地を起点とする流れを歩きます。源流といっても現在は湧水

が枯れているので流れ跡をたどります。田園都市線の駒沢大学駅から１５名でスタートです。 

（１）「駒沢支流」の上流を歩く  

駒沢支流の始まりは、国道２４６号線と

等々力から北上してくる駒沢公園通りが

交わる「駒沢」交差点の３０メートル東側で

す。国道２４６号線から南に進みアパート

に突き当たったこの辺が源流のようです。

現在は住宅地となっていて、こんな所に流

れがあったなんて驚きです。 

駒沢公園を横切って公園西口付近から

駒沢公園通りを渡り、深沢六丁目流れの

源流に向かいます。 

 

【国道２４６号線から南方向の源流地点を見る】           

 

（２）「深沢六丁目流れ」 

【秋山家の農場入口：農場の中に流れがある】 

深沢六丁目の源流は、新町保育園と駒沢四丁目生

産緑地の間から南方向に流れていました。現在はコン

クリートの開渠となっていますが、流れはありません。

下流に進み秋山家の農場に出ます。この辺りは秋山

の森と呼ばれ、昔は昼なお暗い広大な雑木林でした。 

【源流付近：左が生産緑地】       この流れは呑川橋付近で深沢流れに合流します。 

（呑川源流ウォーク） 

深沢六丁目流れウォーク（2016/7/2） 
 

― 四本の源流を歩く ― 
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（３）三島池と深沢神社の湧水 

駒沢通りを渡るとすぐに三島公園に着きます。この

公園のすぐ西側に三島幼稚園があります。ここは昭

和３９年まで三島池と呼ばれる１５０坪程の池があっ

て、この水が公園内の洗い場（今は公園内の池）を通

って呑川に流れていたそうです。 

三島池に流れていた湧水は、現在では同じ西側の

深沢神社の奥の弁天様に引き込まれています。良く

みれば、わずかではありますが少し流れているようで

す。豊富な湧水が 

なくなって残念です 

【深沢神社の弁天様の湧水の上の橋】 

 

（４）駒沢公園からのもうひとつの流れ 

三島公園を出発し、やくも文化通りを東に進み

「深沢」の交差点を過ぎると一本の暗渠に出会い

ます。ここは駒沢公園の深沢五丁目二番地口の

南側からの流れで、正徳五年（１７１５年）を始め

とした四基の庚申塔が祀ってあって江戸時代の

生活の臭いが感じられます。 

この流れ跡を下るとすぐに共同洗い場跡の石

標がある公園に出ます。農作物の洗い場でそれ

なりの水量があったのでしょう。 この流れは深

沢流れの                              

桜橋付近に合流します。                    

【共同洗い場跡の公園】  

                       

今回は晴天に恵ま

れていろんな源流跡

を見ることが出来ま

した。呑川はいろん

な所からの水を集め

ていたのだなと実感

します。少しでもせ

せらぎがあれば、こ

んな暑さも吹き飛ん

だことでしょう。これ

からも源流ウォーク

が楽しみです。     

                                 

                            

【秋山家の表門の前で集合写真】 
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呑川の「カルガモ親子」    記 橋本 文興 

 

５月７日に呑川にカルガモ親子が現れて約３カ月、当初はイレブンのヒナでしたが幾度

かの増水を乗り越え、カラスの襲撃にもめげず 5羽は元気に育っているようです。もうす

ぐ親離れでしょうか？ 

今年はこのカルガモ親子の他に 12羽のヒナを連れたカルガモが６月 4日に見られました

が、大雨（6/13）に流されてしまったようです。その後ヒナを見た情報はありません。 

カルガモは日本どこでも見られる留鳥です。特徴は白っぽい顔と嘴が黒く先が黄色いこ

と、またオレンジの足です。雄雌似ていて地味な配色であまり潜水は出来ません。食餌は

藻類、草の種、昆虫など。また子沢山（10～12羽）です、昨年も呑川で 8羽のヒナを見て

いますが残念ながら洪水に消えてしまいました。毎年誕生した池等から移動する模様がニ

ュースとなっています。特に道路横断に際して警察官が誘導されたとか、途中コンビニに

寄った（明石大久保店）とか話

題を提供しています。カルガモ

の移動がマスコミに登場した

のは大手町の三井物産の人工

池から内堀通りを越えて皇居

の堀へいく模様が（1983年）

最初のような気がします。 

文献によると一日一個の卵

を産んで抱卵は最後の卵を産

んでから始まるとあります、兄

弟同時に 11匹のヒナ誕生は神

秘です。なぜ移動するのでしょ

う？カモやキジは子供を守る

だけで餌を与えることをしな

いためヒナが孵ったら、草むら

から餌のあるところへ連れ出

さなくてはならないためとあ

ります。ヒナは水上の方が外敵

に襲われない点もあります。 

そこで 5月 7日登場した呑川

カルガモ親子の秘密？①生誕

池、②移動経路、③深い河床へ

の移動、等近くの人に聞き取り

をしましたので報告致します。 

 
5 月 7日、カルガモ親子の移動経路 
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① 生誕池は緑の多い高層住宅に囲まれた池で、小川や噴水があり鯉も泳いでいます。この池には

アオサギもやってくると聞きました。猫や猛禽類も近寄らない環境です。 

移動から想像すると 4月中には池の周りに居たことになります。卵からかえったヒナはすぐ歩

けることが出来るようです。（野鳥は羽毛で生まれてくるタイプと裸で生まれるタイプがあり

ます） 

② 移動経路、当日午前に移動を開始、親鳥はどのような経路を進んだのか。たぶん親鳥は最短コ

ースを模索し（川の匂い？）国道に出たようですが、行き交う自動車に躊躇しているところを

近くの人が見つけ、誘導することになったとのことです。池から呑川まで最短コースは国道を

横断しなくてはなりません。ある人は警察に相談に行かれたが断られたとのことです。信号の

ないルートで呑川まで約 800ｍ近く親鳥を誘導された方々は立派です。北の橋まで来た時、親

鳥が手すりの下から先に呑川に飛びこんだため、ヒナ達は右往左往していたそうです。（親鳥は

喉が渇いたヒナに早く呑川の水を飲ませたかったのか？） 

③ 深い河床への移動はバケツとホース（ロープ代わり）が使われました。数羽ずつ捕まえてバケ

ツに入れ呑川に下されたとのことです。川底までは約 5mの高さがありなかには犬走りに落ちた

ヒナもいましたが直ぐ親について川を下り始めたそうです。その方の話では数年前も国道を渡

るカルガモ親子を目撃したそうです。 

それから 1週間後には霊山橋付近でカルガモ親子が確認され、また上流の仲之橋付近でも見られま

したので、上り下りかなり活動しているようです。池上橋より下流は感潮域であり犬走りと水面と

の段差が大きいとヒナが上れず、見ていてハラハラもしました。親鳥の雄はどうしたのでしょう？

春先呑川ではペアーで行動していましたが、雌親のみで子育てするのでしょうか？ 

３か月過ぎればヒナも飛べる力がつくと聞きました。無事育ってまた呑川に来て私たちを楽しま

せて欲しいものです。来年もまた現れるでしょうか？大雨の時の避難がうまくいくよう祈るばかり

です。 

ヒナの一生懸命な姿を見ると人 

は素直な心になるのでしょうか。

野鳥は本来自然の中で育つ力を持

っていますが、最小限の手助け（年

に一度の水辺への誘導？）も必要で

す、我々は自然環境を提供すればい

いと思います、親水公園や緩傾斜の

護岸があれば人間が手を出さなく

も育つのではないでしょうか。 

取材協力していただいた皆さん

に感謝します。 

（カルガモ親子（ヒナ 11羽）引き潮のため犬走りと水面は 50cmほど段差がありました） 

 

 

 

５月７日 霊山橋付近 
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（6月 3日、休息中のヒナ（池上橋下流）      （親鳥が近くで見守っています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 編 集 後 記 》 

８月は、ブラジルのリオ（リオ・デ・ジャネーロ）オリンピックで、盛り上がりました。 

丁度、日本の裏側になるブラジルの首都で、現地時間との時差は、１２時間。 

水泳に始まり、卓球・バドミントン・男子体操・それに、私も若いころ親しんだ「ラグビー」。

毎日、真夜中や早朝にＴＶ観戦したりと、会報のみがわの編集もソコソコにしてしましました。 

寄稿者の皆様の力作が、今月も満載です。 

 

初めての会報の編集で、ワードのスキルのなさを改めて感じました。 

言い訳になりますが、私のＰＣは、Windows Vistaで、ワードのバージョンは、 

2003です。この使い古した（私と同じですが）パソコンに何度も、“がんばれ”と 

声援を送りながら、やっとのことで、編集をすることができました。 

会員の中で、Vista よりも新しいパソコンを持て余している方が、おりましたら、一声掛けて

いただけると嬉しいです。まだ、暑い日が続きますが、御身大切にお過ごしください。 

         安岡 達郎 

 

 

 

 

 

「秋の都市河川ウォーク」 

2016/11/19（土） 

横浜市 帷子川 予定 

* 詳細は次号会報で 

お知らせします。 

みなさんの予定を確保して 

おいてください 

「久が原図書館・呑川講座」 

2017/1/28（土）から 

毎週土曜 5回連続講座 

*詳細は次号会報で 

お知らせします。 
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  （高橋 光夫 記） 

 

 

（１）本村橋「構造改良工事」とは・・・ 

・新幹線から下流２つ目にある「本村橋」は

昭和 44年に出来ました。 

・写真に見える護岸からの流入は「洗足流

れ」の合流点です。 

・橋台（「橋桁」を載せる左右の護岸）の下

部は、鋼矢板が剥き出しで腐食が進んで

います。そこで急務の「耐震補強」のため

橋を架替えすることになったのです。 

・ところがこの地域の特性や地盤、工事期

間短縮、費用などの諸条件から、従来工法

ではなく「ボックス・カルバート構造」になり

ました。 

この構造は、巨大 U 字溝とフタが鋼材で一

体化されたような構造で、「新日鉄・住金エ

ンジニアリング」の特許独自構造です。 

ですから、今回は橋の「架替え工事」でなく、

「構造改良工事」と名付けられました。 

・出来上がった「本村橋」は、ただきれいに

なっただけのように見えますが（写真左）、

今までの橋の欠点を補う問題解決が計ら

れました。 

（2）橋周辺の盛り上がり少なく、人も自転車も通りやすくなる・・・ 

・この自転車のご婦人は、スマホを片手に

なにくわぬ様子で「本村橋」を通り過ぎま

す。 

・「橋」は洪水対策で路面位置が高く、周辺

の道路は盛り上がっていて、自転車では

「立ちこぎ」をするなど、通行には多くの人

が負担を感じていました。 

それが「ボックス・カルバート構造」のお陰

で、傾斜が緩やかになり、人も自転車もス

イスイと通り過ぎていくのです。 

新しくなった「本村橋」（久が原・仲池上） 

気になる環境配慮実験「ミニミニワンド」 

 
― なにが、どう変わったか？ ― 

（改修前） 

（新・本村橋） 
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・傾斜が緩やかになり、車も自転車もスピー

ドを緩めず「橋」周辺を通り過ぎることが多く

なってきました。しかし負担が楽になると事

故が起きる可能性は高くなります。 

・そこで左写真の矢印で示すように、「一時

停止」マーク、交差点であることを示す「白十

字」、夜間にでも判るような「LED表示器」、さ

らには「注意看板」などが設置されたので

す。 

 

（3）「親柱」や「街路灯」も道路に出っ張らず、右折・左折の車も通りやすく・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「八幡橋」（久が原）を見ると、「親柱」は呑川のフェンスから道路側に大きく飛びだしています。 

このため車の左折・右折は狭くて大変でした。それはすれ違う歩行者にも恐怖を与えました。 

・しかし「新・本村橋」では「親柱」は橋の「隅切り」の上に乗り、さらに「街路灯」（矢印）も橋の上に設置さ

れ、川沿い道路はスッキリとし、通行の障害を全く与えなくなりました。 

（4）期待される橋直下の「ミニミニワンド」・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・改修前の「本村橋」直下には「自然河床」が残され、その窪みに魚はよく集まり、上流へ向かう遡上拠

点にもなっていました。改修で河床はコンクリート化されましたが、「ミニミニワンド」が設置され、「静水

域」より多少の流速があった方が魚が集まるという最新の研究結果が反映されました。さっそくコサギ

が魚を狙って来ています。どんな効果を発揮するか注目をしたいと思います。 

（八幡橋の親柱） （新・本村橋） 

街路灯 
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呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 第 28回   記 可児 昭雄 

                       

猛暑の中、川沿いに涼しさを求め朝の散歩をする人が多くなっているが、我が呑川はコン

クリート三面張り、側道は舗装され、そして木陰をつくる樹木が少ないが、その樹木の中に

涼しげに咲いている、柔らかい葉と共に淡い薄い桃色、紅色、白色の花が朝咲いて夕方しぼ

む花、それが「ふよう（芙蓉）」である。その中で朝は白く、昼は薄紅、夕方は紅に色が変

化する八重咲きの「酔芙蓉」がある。 

この樹木は中国原産とい

われ、日本では九州産であ

る。  中国では「蓮の花」

を芙蓉と呼び、花木の花を

「木芙蓉」と呼ぶ。 

木の繊維は、衣料、下駄

の緒に利用されている。 

＊ふよう「芙 蓉」 

 ・あおい科 

 ・落葉灌木 

 ・参考文献： 

(株)誠文堂新光社 

写真：池上一丁目養源寺前 撮影：白石 琇朗        

 

        

 

 

 

当 面 の 活 動 日 程 

「呑川の会・9月定例会」 

2016/9/7（水）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

*定例開催日は「奇数月」は「第 2木

曜」ですが、今月に限り変更です。

皆さん揃って、ぜひ顔を見せてくだ

さい。 

 

「呑川の会・10月定例会」 

2016/10/8（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

-------------------------- 

「呑川の会・11月定例会」 

2016/11/10（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 
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呑川に合流する「流れ考」19    記：白石 琇朗                      

～呑川最源流部～         地図：寄立 美江子  

 

 東急田園都市線の桜新町駅付近が呑川の最源流部で、この地域は湧水が多い地域でした。江戸時

代（1,660 年代）に品川用水が尾根筋の大山街道沿いに開削され、用水は土手を築いて流れていた

ので、その漏

水も源流の

一部となり

ました。大山

街道の桜新

町一丁目 41

番地①が最

源流部で街

道の先に高

い地域があ

ります。ここ

から水路専

用の雰囲気

ある細い流

れ跡②③が

続いていま

す。サザエさ

ん通り交番

前の交差点

手前の右岸

に支流跡④

があり、その

先の交番前

の飲み屋「火

の国」付近に

「大場料理

屋」の庭に真

ん中に島の

ある 50 坪位

の池があり、川が流れ込み、そこから出ていました。又この交番付近は、戦前には蓮田で洪水が多

い所でした。バス通りを渡ってからも支流跡⑤があります。通りの先の細い流れ跡を桜新町 1丁目

① １ 

②

②

②

２ 

③ 

④  ⑤ 
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６番地の突き当りが流れの分岐点で、右折して

下る呑川流路跡の緑道を行くと国道 246 号線

に新櫻橋⑥が架かっていて、覗くと水の流れが

見られる。国道を渡ると犬のモニュメントがあ

る呑川親水公園の入口となる。国道から真っ直

ぐ戻り、先程の分岐点の次の道を左に行く流れ

跡があった。そこから更に流れ跡の緑道がきれ

る所⑦を曲がると住宅の間に細い流れ跡が、曲

がりながらゆるい坂を上がって、両側緑地⑧に

出る。その先で曲がりながら細い流路跡が新町

南公園下辺りの尾根に出る。分岐点まで戻り品

川用水の漏水跡を辿り桜新町駅に至る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 

⑥ 

 

⑦ 8 


