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記 菊池   均 

 

大田区との意見交換会の今年度第二回（秋期）が去る１１月１６日に開催されました。 

この会は呑川の会が中心メンバーとして参画する市民団体「呑川流域ネットワーク連絡協

議会」の要請で大田区との間で「区民のためのきれいな呑川をめざして」年に２回の開催を

予定しているものです。 

 今年度は５月１８日の実施から２回目ですが、今回の秋のシリーズでは、議題等は事前に

大枠は決めますが、お互いの担当者がざっくばらんに話をして、考え方や細かな情報等をよ

り共有できたらと、形式ばらない新たな形を採ってみました。 また議題も毎回の中心はや

はり、西蒲田と中央八丁目地区の水質汚染対策になりがちですが、なるべく普段、気になっ

ている景観等の細かな質問等も行い、お互いの認識を深め合う機会づくりとしました。 

今回提示した意見交換テーマと質問事項の要旨を以下に記します。 

 

 １．意見交換テーマ 

（１）池上、養源寺橋付近のヘデラが近年大幅に減少している。 ―― 今後の呑川の護

岸壁のヘデラ（ツタ類による緑のカーテン）はどうするのか。 

・区の維持管理の方針があればまず教えてください。 

（２）大田区環境調査報告書による呑川汚濁実態調査と分析体制について 

    ―― 特に臭気のデーターの把握と分析に関して 

 ２． その他の質問事項 （説明をお願いし、多少の意見交換を行った）          

（１）ユスリカの捕虫器と河床清掃について、その後のユスリカ防除に対する効果分析は

どうなっていますか。                      

（２）新型ジェットストリーマー（スカム抑制装置）の効果測定について、その後の結果

はどうなっていますか。                             

（３）沿岸のサイン計画について現在の進捗状況をご説明ください。 

の み が わ 

 「大田区との意見交換会」 

     実施の報告 
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（４）今期の河床整正工事については

全体基本計画（２７年度水質浄

化対策研究会報告書等）からの

変更はありますか、あればご説

明ください。 

 

今回の意見交換で特に熱い議論とな 

ったのが、養源寺前の護岸壁のヘデラ（ツ

タ類による緑のカーテン）を今後どうし

て行くかでした。  

区の担当者の認識や考えと会員メンバ

ーのそれとが大きく食い違っていることが判り、地元町会への打診や調整も含めて、その後

の展開も新たに生じて、本件のあるべき姿へ向けての良いきっかけとなった様に思います。 

私達もさらに勉強して行政への提案力を磨きたいと考えています。 

ご興味のある方はどうぞ、お声をお掛けください。 

 

 

 

 

記 高橋 光夫 

    

 今回のウォーク担当は、初めて安岡さん

が担当。天候の都合で 11/27（白石さん案

内）と 12/11（安岡さん案内）の 2回行わ

れ、参加者にとっては都合の良い日を選ぶ

ことが出来ました。（散策コース詳細は前

号会報をご覧ください） 

 

1）橋には「川の名前」が・・・ 

 相鉄線「鶴ヶ峰」駅に集まってスタート

すると、出逢う橋ごとに「帷子川」の表示・・ 

「橋の名前」より目立ち、地元の人でなくてもすぐ判るこんな都市河川は初めてでした。 

まるで「帷子川へようこそ！」と挨拶されているようです。 

 

2）多くの支流から大量の水が流れ込む・・・ 

 「帷子川」は源流から河口まで「横浜」市内で完結する河川ですが、安岡さん作成の等高

図通り、その渓谷を流れる支流が、あちこちから豊富な水量で帷子川に注ぎ込んでいました。 

恒例・秋の都市河川ウォーク（2016/11/27） 

 晩秋の「帷子川」（かたびらがわ）中流を歩く 

 

―親水性あふれる横浜の川― 
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標高 50m 以下の 

渓谷図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）河床は「泥岩」の石川・・・ 

川底を見ると「岩盤」が剥き出しで見える区間

が多いのに気が付きます。 

「岩盤」と言っても「上総層群」を形成する「泥

岩」で、呑川上流の石川町地域も、河床は泥岩

でしたから、同じような景観だったと考えられ

ます。 

 

4）「アユ」を遡上させた「魚道」つくり 

 

水しぶきをあげる仕掛けがあちこちに・・・。

「激流」が好きなアユのために「魚道」を作

ったら上流まで遡上したそうです。「川辺公

園」では、カワセミが魚猟をしていました。 

5）川に降りて楽しめる「親水散策路」 

 帷子川も浸水被害に苦しみ、地下の「分水

路」でバイパスされ横浜港に注ぎます。その

治水のお陰もあり、河床近くまで降りて、流
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れを見ながら散策出来る「親水路」は素敵で

した。 

 

 6）子どもが楽しめる、子どもが大切にさ

れる「帷子川」 

 フェンスの無い川辺で楽しむ「釣り」、護

岸には子どもが描くタイル絵・・楽しい川で

す。 

 

 

 

    記 可児 昭雄 

 

 年が明け松の内が

過ぎると、呑川沿いの住

宅からは、各家庭の門松

が片づけられ、人々は通

常の生活に戻ってくる。

門松は玄関に向って、左

側が雄松（クロマツ）、

右側が雌松（アカマツ）

と呼ぶ。昔はこのように

して 2 種類の松が使用

されていたらしい。 

 呑川沿いの松は、「久

が原二丁目広場」と「桜

梅公園」の「黒松」、そ

して所々に見られるだ

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 

 

～第 30 回 松（クロマツ・アカマツ）～ 
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けであるが、池上本門寺の門前や周辺の寺々では松の大木が見ることができる。 

 黒松（クロマツ）は海岸の砂防林として使用され、赤松（アカマツ）は山間部で使用され、

松茸が取れる山はこの林である。実は松の実として食用、松葉はアルコールに漬けて松葉酒

として飲用する。 

松は昔から庭園に使われ、襖絵に描かれ、また松脂が多く、良く燃え、急速に高温になる

ため、日本刀の鍛錬に、松炭として使用されている。 

 

（写真：池上一丁目 妙見橋・照栄院 白石琇朗） 

＊マツ科 

   ・常緑針葉樹 

   ・黒松（クロマツ） ： 建築用、燃料用 

   ・赤松（アカマツ） ： 建築用、製紙用、土木杭 

＊参考文献： 「日本人のしきたり」 飯倉晴武編著 青春出版社 

         「き へ ん」        写真：野呂希一、文：池野あかり 再青社 

 

 記  白石 琇朗 

地図  寄立 美江子 

久が原

五 丁 目

27 番地

の池は、

久が原台

地のはず

れの傾斜

地にある

湧水池で、

昭和 20

年代初め

に第二京

浜国道が

出来て近

辺の様子

は変わり、

久が原地域は二国で分断され、平間街道沿いの池上警察署から呑川稲荷橋～池上橋間は、地

名は池上三丁目と別れましたが、行政上は今でも「久が原出張所」の管轄となっていて、六

郷用水・呑川の水が村境形成となっていたようです。 

吞川に合流する「流れ考」21 

～久が原ハイツ（旧小西邸）池の流れ～ 
 

①  
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この池からの流れは、「池上

警察署前」信号で二国の下を

通り、その先の両側歩道の左

緑道側を流れ、池上三丁目 23

番地の平間街道脇の六郷用水

北堀に合流していました。こ

の流れ沿いの池上 3－18居住

の佐々木さんの話では、幅 50

ｃｍ位のきれいな水の流れが

家の前を流れていたそうです。

また大雨で六郷用水があふれ

ると、床下浸水となり、魚が

家の前で獲れたそうです。 

ハイツ下の「洋服の青山

駐車場」付近は、以前は浅

い沼で、二国向かいの異常

に広い道は、原っぱで荷馬

車の車庫になっていたそう

で、それを考えると、その

先の片側歩道をまっすぐ辿

る呑川・鶴林橋に行き渡る

流れがあったと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二京浜国道 

突き当り平間街道・六郷用水 

② 

 

[文書の引用文や注目すべ

き箇所の要約を入力してく

ださい。テキスト ボックス

は文書のどの位置にも配置

できます。抜粋用テキスト 

ボックスの書式を変更する

には、[描画ツール] タブを

使用します。] 

[文書の引用文や注目

すべき箇所の要約を

入力してください。テ

キスト ボックスは文

書のどの位置にも配

置できます。抜粋用テ

キスト ボックスの書

式を変更するには、

[描画ツール] タブを

使用します。] 

 

第二京浜国道 ② 

突き当り平間街道・六郷用水 ③ 

正面は呑川鶴林橋・本門寺・池上 3-17 
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記  菊池  均 

 

 

 

大田区の環境関係の催しが２月、３月に２件、

催されます。 

もちろん私達呑川の会も積極的に参加していま

す。ご都合良ければ見に来てください。 

≪ エコフェスタワンダーランド ≫ 

 大田区主催で今年は多摩川沿い西六郷の高畑

小学校で開催されます。 

  2 月 19 日（日）午前 10 時～午後 3 時半（上

履き、靴袋持参要） 

    民間企業を含む各参加団体が特に子供達が興

味を引きやすい色々な催しを準備しています。 

  「呑川の会」の企画： 

開 催 の お 知 ら せ 

～環境フォーラム～ 
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   今年から始めて子供達向けの体験コーナーを設けました。（大人も歓迎） 

① カワセミクラフト造り： 

呑川に住む清流の宝石と言われるカワセミの羽ばたくクラフト造りをお友達と体験出来ま

す。 

② 生き物当てクイズ  ： 

呑川に住む色々な生き物の名前を実写の写真を見て当ててもらいます。（当てたら豪華？商

品も、！） 

③ 写真等の資料展示コーナーもあります。 

                     

≪ 環境フォーラム≫ 

   3月 11日（土）午前 10時～午後 4時半 池上会館 1階展示ホール 

   今年は大田区の各環境団体が普段どんな活動をしているか、また活動を行うのにどんな問題 

点や課題に直面しているか等を発表し合い、お互いの課題解決策等について意見交換をし、 

交流を深めます。 また一般参観者への資料の説明展示も同時に行います。 

 

 

 

  記：高橋 光夫 

 

☆1月 28日（土）14：00～16；30  呑川講座 久が原図書館 

  内容：「歴史の中の吞川」 江戸時代・戦前・戦後 それぞれの時代における吞川 

☆2月 4日（土）  14：00～16；30  呑川講座 久が原図書館 

  内容：「吞川に見られる生き物と樹木」 

☆2月 11日（土）14：00～16；30  呑川講座 久が原図書館 内容：「呑川の水害」 

☆2月 12日 （日）10：00～12：00 呑川上流ウオーク 内容：「東工大ひょうたん池～水神公園」 

☆2月 18日（土）14：00～16；30  呑川講座 久が原図書館 内容：「呑川に源流とその支流」 

☆2月 19日（日）10：00～15：30 「エコフェスタ・ワンダーランド」 場所：高畑小学校 

☆2月 25日（土）14：00～16；30  呑川講座 久が原図書館 内容：「呑川の未来」 

☆2月 26日（日）10：00 「呑川は流れる・編集会議」 場所：ふれあいはすぬま 

☆3月 11日（土）10：00～16：00 「環境フォーラム」 場所：池上会館 

☆3月 9日（木）13：30～16：30 呑川の会・定例会 場所：ふれあいはすぬま 

☆4月 8日（土）13：30～16：30 「呑川の会・4月総会」 場所：蒲田小学校（予定）   

 

【編集後記】 

 紙面に写真が多く、編集に苦労しました。 そのうえ紙面の関係高橋代表が分かりやすく書いて 

くれた「呑川の会」当面の活動を、味気ない一覧表に変えてしまいました。パソコンの勉強不足を 

痛感しました。                                            菱沼 公平                                                                                         

「呑川の会」当面の活動日程 


