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2017年 4月 27日発行（通算第 87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 

 

 

 

 

    

 

 「呑川の会」は創立 20 年を迎えます・・・（1997 年 5 月 8 日・池上会館にて設立） 

 

より楽しい活動と飛躍を目指して・・「総会」開く 
（2017/4/8 蒲田小学校にて）    

高橋 光夫 記  

 

「会」が創立してまもなく 20年・・・ 

テーブルを丸く寄せ合って討議をした

頃がなつかしく思い出されます。 

会員数は倍増し、30数名から現在は 70

数名になり、会に集うメンバーもすっ

かり入れ替わりました。 

 

１）5 名の新会員を迎えました 

久が原図書館「呑川講座」を受講され

た方から 5 名の方が入会くださり、さ

らに検討中の方がおられます。 

 

２）世話人の新メンバーが決まりました 

（代表）高橋光 （副代表）福井・白石 （事務局長）南 （会計＆名簿管理）内村 

（会計監査）南 （渉外）南 （会場確保）蒲小：菱沼 ふれあいはすぬま：菊池 

（会報関連）印刷用紙：白石・菊池 ラミネート：菊池 （封筒・宛名印刷）福井 

（HP 対応）工藤・内村  

 

３）会計報告・会計監査報告 

別紙をご参照ください。また会の財政は皆さまの会費で支えられています。同封の「払込票」

で新年度会費（2000 円）をご納入ください。引き続きのご支援をお願いいたします。 

の み が わ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15 年前（2002 年）の総会・蒲田小学校） 

 

http://home.m00.itscom.net/nomigawa/【第1
http://homepage2.nifty.com/aoiyume/
mailto:mitsuo.takahashi@nifty.com
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４）2017 年度の主な活動について 

 

①呑川学習の支援 

 ・小学校「呑川学習」のサポート 

毎年、呑川流域の 4校から依頼があります。呑川の案内をする時は子どもたちの安全 

を図るため、出来るだけ多くの参加をお願いします。 

 ・大学卒業研究など 

   ここ数年、いくつかの大学から呑川に関する「卒論」サポート依頼が続いています。 

 

②都市河川ウォーク 

 ・春の都市河川ウォーク（今年は「谷戸川」実施済み。来年は「入間川」3/31予定） 

 ・秋の都市河川ウォーク（横浜「帷子川」上流域 11/25予定） 

 

③呑川ウォーク 

 ・呑川下流ウォーク（「旧呑川緑道」を中心に） 

 ・呑川源流ウォーク（「無原罪聖母宣教女会」の湧水。12/2予定） 

 ・大田区「水門ウォーク」（水門が無くなる前に見に行きます） 

 

④呑川イベント 

 ・池上地区・呑川鯉のぼり（5/3～5/5。霊山橋～妙見橋 小学生制作品も展示します） 

 ・呑川のハゼ生息調査（ハゼ釣り。呑川ネットに依る行事予定） 

 

⑤呑川連続講座 

・「図書館・呑川講座」（「大森南図書館」もしくは「入新井図書館」を予定） 

 

⑥呑川 PR 活動 

 ・「エコフェスタ・ワンダーランド」（展示・ペーパークラフトなど） 

 ・「大田区環境フォーラム」 

 ・「おおた商い・観光展」 

 ・「雪が谷文化センターまつり」 

 ・「大田区区民活動フォーラム」 

 

⑦自主研究活動 

 ・「新版・呑川は流れる」の執筆・編集 

 ・「呑川グランドデザイン」の策定（呑川ネットに依る） 

 

⑧その他 

 ・会報発行（年 5回）や、会員による定例会での呑川情報報告など・・。 
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  内村 博明 記 

 

 

今回の都市河川ウォークは、世田谷区千歳台の台地の成城警察署付近を源流とする流れを歩 

きました。小田急線の祖師ケ谷大蔵駅から１６名でス

タート、水が顔を出す千歳船橋駅との中間点の城山

通りから流れをたどりました。 

（１）谷戸川の上流を歩く  

小田急線と環状八号線が交差する所の南西、世 

田谷区砧（きぬた）２－８に海抜５３ｍの大蔵給水所 

があります。ここは世田谷区一番の高台で、谷戸川 

は北東から流れてきて小田急線と並行する城山通 

り付近で高台を西に回り込んだ後、南に向います。 

川として見えるのはこの城山通りからで、三面コ 

ンクリート、はしご式開渠の都会の中でよく残った流 

れという感じです。 

 この付近では川底の中央に深さ１０ｃｍ位の水が 

流れています。この地域の下水道は分流式のため、 

生活排水は入りません。この流域はかつて田園地帯

であり、この川の水が利用されたのでしょう。 

（２）砧（きぬた）公園の中の流れ                【城山通りから見た谷戸川上流部】 

 世田谷通りを渡るといったん暗渠となりますが、    

旧世田谷通り（古くは登戸道と言った）から再び開渠 となって砧公園に入ります。この公園はかつ 

てゴルフ場だったため広大な緑地となって 

いて、桜の木がたくさん植えてあり花見の 

名所になっています。 

今回のウォークでも桜を楽しみにしてい 

たのですが、残念ながら満開までにはま 

だ時間がかかりそうです。公園の中を少 

し行くと吊り橋があって、ここで仙川から 

送水された水が流入していて自然の川の 

ように公園内を流れています。とてもすが 

すがしい雰囲気を感じます。 

  この流入口には「手づくり郷土賞」を建 

設大臣から受賞している碑があります。       【砧公園の吊り橋と仙川の水の流入口】 

公園の南端には見えない貯水池として雨水をいったん溜める広場があります。 

（都市河川ウォーク） 

   谷戸川（やとがわ）ウォーク（2017/4/2） 

           ― 丸子川の支流を歩く ― 
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（３）砧公園から下流 

砧公園を出ると、公園橋で東名高速道路 

を渡ります。この付近は瀬田と岡本の台地 

に挟まれた明るい谷を川が流れます。 

途中で岡本わきみず緑地からの湧水が 

合流します。東屋風の七之橋付近には「岡 

本隧道公園」があります。多摩川の水を取 

水し、用賀、桜新町を経て駒沢給水塔に送

って、自然落差で渋谷に給水する施設が残 

されています。先に進むと岡本静嘉堂緑地 

を右に見て、下山橋付近で丸子川（旧六郷 

用水）に合流します。橋のたもとでは大島桜 

【岡本静嘉堂緑地手前付近】        が満開になっていました。 

（４）静嘉堂文庫（せいかどうぶんこ）と岡本公園民家園と旧小坂家住宅 

合流地点の少し手前に静嘉堂文庫があり 

ます。ここには三菱の岩崎家によって国宝の 

「曜変天目茶碗」などの五千点の文化財が収 

められています。閉館日だったのですが中を 

流れる川の一部を見ることが出来きました。 

ここから丸子川を上流に行くと岡本公園民 

家園があります。瀬田の旧長崎家の主屋が 

移築されていて自由に見学することができま 

す。ここで一休み。白やオレンジ色のみつま 

たの花がきれいに咲いていました。 

静嘉堂文庫の方に戻り、国分寺崖線を利 

用し庭園に湧水の池などを配置した昭和１３年    【岡本公園民家園の旧長崎家の主屋】   

に建てられた衆議院議員の小坂家の 

別邸を見学します。庭園にはピンク色 

のカタクリの花が咲いていました。自由 

に見学ができるので家に上がってくつ 

ろいでいると、ボランティアガイドの方 

が来られてこの住宅の特徴や見どころ 

など４０分ほど聞くことが出来ました。当

時としては珍しいセントラルヒーティング

の設備などがありました。 

 都会の川の一つの形を見ることが出 

来て楽しいウォークでした。 

    【砧公園の吊り橋で集合写真】              
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  呑 川 講 座 を 終 え て           首藤知哉 記 

 

 呑川の会の恒例行事となった「呑川講座」が今年は久が原図書館で、1 月 28 日（土）か

ら 2 月 25 日（土）まで 5 週の連続講座として開かれました。 

 第 1 回は菱沼さんと高橋さんが「歴史の中の呑川」を、第 2 回は高橋さんと橋本さんが

「呑川に見られる生き物と樹木」を、第 3 回は菊池さんと安岡さんが「呑川の水害と水質」

を、第 4 回は白石さんと寄立さんが「呑川の源流とその支流」を、第 5 回は菊池さんと内

村さんが「呑川の未来」をテーマに講師をつとめました。 

  

 さらに 2 月 12 日（日）にはフィールドワー

クとして、東工大ひょうたん池から水神公園

までを歩く「呑川上流ウォーク」をおこない

ました。 

 講座の告知は昨年の 12 月 12 日に「大田区

報」に掲載されましたが、今年はフィールド

ワークを別枠で掲載したところ、フィールド

ワークの方が先に 40 名の予約が埋まる、とい

う現象がうまれました。 

 お勉強のイメージが強い「講義」よりも、体を動かしながら郷土の川をもっと知りたい、

という気持ちが人々には強いのではないでしょうか。呑川の会の今後の活動を考える上で気

に留めていきたい点です。 

 さて講義のほうはとどこおりなく行われましたが、毎回高橋さんが「講座通信」を作って

くださいましたので、それをもとに簡単な総括をしてみたいと思います。 

 ●第 1 回は呑川の歴史から始まりましたが、呑川の全体像をつかむために「源流から河口

まで」の地理的な話から始めてほしい、という声が寄せられました。たしかに歴史的な話に

しろ生き物の話にしろ、呑川の地理的な位置づ

けを踏まえた上で説明された方がすっきり頭に

入ってくるかもしれません。 

 ●第 2 回では、講義のときに橋の名前がよく

出てくるので、そこらを網羅した地図があれば

いい、という声がありました。今回は第 3 回の

講義から呑川のカラー地図を用意できましたが、

最初から配布することでより呑川の全体像を理

解していただくための一助になるような気がし

ました。 

 ●講座の参加人数は 1 回目が 37 人、2 回目が 36 人、3 回目が 33 人、4 回目が 34 人、5
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回目が 28 人、呑川ウォークは 41 人でした。5 週連続なので徐々に参加人数が減っていくの

は仕方のないことだと思いますが、一方で全回参加という方が何人もおられました。すばら

しいことだと思いましたし、昔のラジオ体操のように「皆勤賞」のようなものをお渡しした 

い気分になりました。 

 ●それぞれの講座の参加者の満足度を

アンケートの「判りやすかった」と「面白

かった」の合計数で調べると 2 回目の「生

き物と樹木」が 31 となり、1 位となりま

した。テーマへの関心も 16 と他にくらべ

て高かったことも確かですが、高橋さんが

撮影された鳥や魚のみごとな写真の数々

に参加者の皆さんが興味と驚きを覚えた

ことが大きかったのだと思います。 

  私は今回初めてこの講座の担当者をまかされましたが、講師の方々はレジュメの作成そ

の他、本当にご苦労が多いことを知りました。そして講師の方にとって呑川講座は、1 年間

におよぶ活動の成果を発表する良い機会であると同時に、シビアな参加者によって厳しくチ

ェックされる鍛錬の場所でもあると感じました。最後に皆さん、本当にお疲れさまでした。 

 

呑川沿岸（工大橋～河口）までの樹木 第 31 回山吹(やまぶき)  可児 昭雄 記                       

  

 

いよいよ春真っ盛り、あちらこちらで花の便りが聞こえて来る季節になり、呑川沿岸の沿

道を青空の下、満開になった桜の花を眺めながら、公園（石川台公園等）の広場、民家の周

りにも、色とりどりの花が咲き、華やかな季節である。 

 その中、黄色の花が「やまぶき（山吹）」である。この花は山中に風に揺られ細い枝に咲

いているので、「山振（やまぶり）」と言われていた。この色は平安時代より「山吹き色」と

呼ばれている。一重咲きと八重咲きがあり、一重咲きには実がなる。 

この樹木には室町時代太田道灌が狩りの最中、雨に降られ雨具を借りる時、農家の女性が

「七重八重 花は咲けども山吹の 実

の一つだに なきぞ悲しき」と歌われ

た出来事は現在でも伝えられている。 

＊山 吹（やまぶき） 

・バ ラ 科 

・落葉低木 

＊参考文献：「日本の伝統色を愉む」

監修 長澤陽子 

 シーロック出版社 

＊写 真：洗足(清水窪)流れ  白石 琇朗 
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    呑川に合流する「流れ考 22」           白石 琇朗   記 

  ～逆川（松竹橋が架かった）～          寄立 美江子 地図 

 

蒲田五丁目の菖蒲橋下流で「城南の米蔵」を支える水田を灌漑するための「六郷用水」の

支流の一つ「逆川」が呑川に合流していました。逆川は水はけの悪さから、その名がついた

とみられています。大正時代以降、繁華街を流れる川のため生活用水排水路、コンクリート

護岸になり、昭和 42 年地下下水道整備により埋め立てられて植樹帯、そして平成 26 年に

川の流れをイメージしたコ

ミュニティ道路③として新

しく生まれ変わりました。そ

の時に旧多摩堤通りに架か

っていた「蒲田橋親柱」②を

呑川縁①に移動保存し、説明

版を設置しました。  

昭和 20 年から数年間、占

領軍が羽田空港へ物資を送

る専用貨物鉄道線を敷設し、

③ 

②  

①  

③  
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その跡は道路③となりました。1920～1936 年迄松竹キネマ撮影所があった場所は、高砂香

料からアロマスクエアとなり、その前庭④を流れ、撮影所正門前に架かっていた「松竹橋」

（1986 年の映画「キネマの天地」で使用⑤）が設置されていました。そこから大田区役所

正面にまっすぐ向い、役所の地下・ＪＲ

線を潜って、西口駅前から多摩川線沿い

を御園中学・西蒲田公園の横⑥を流れ、

線路を渡って環八通りの手前で六郷用水

南掘⑦から分流していたのが逆川です。 

 

①  

④  

⑤  

③ 

⑦  

⑥  

⑥ 
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  ・エコフェスタワンダーランドに参加して            菊池 均 記 

 

  今年の大田区のエコフェスタワンダーランドの開催は、多摩川沿いの「高畑小学校」での開催 

となりましたが、来場者も昨年より多く、盛況の内に終了いたしました。 

 開催日：2 月 19 日（日）午前 10 時～午後 3 時半 

   その中で私達呑川の会では従来の資料・写真展 

示のみから脱して、初めて子供達向けの企画を立 

てて臨みました。メインは動く「カワセミクラフ 

ト造り」で、子供達が色塗りや、切り取りに夢中 

になるシーンが呑川の会の教室のあちこちで 

見られました。またサブ企画に写真を見て名前 

を当てる呑川の「生き物当てクイズ」も行ない、 

会場の教室が満席になる時間が多いという、これ 

までにない盛況を得ることができました。 

  来年からはこの企画を基に、引率の父兄を含めた来場者の皆様 

に、さらに呑川の理解を広げてもらう企画に育てて行きたいと考 

えています。 

 

   

・大田区 環境フォーラムに参画して 

                                菊池 均 記 

   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 

                          

昨年の６月から実行委員会方式で催し全体の

計画を練ってきた今回の会でしたが、開催の

目的を絞り、大田区の各環境団体が普段どん

な活動をしているのか、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に

ついてお互いに共有を図る催しとしました。

参加団体毎の発表の後、課題解決策等につい

てグループ討議を行いました。 意外にも同

じ環境活動団体と言っても、活動内容も運営 

組織も異な る団体が多く、その中で課題の共有等、お互 

いに良い刺 激と勉強になった点が多かった様に思われ 

ま し た 。     また、一般参観者への資料のピーアール展示 

も同時に行 えて、全体として盛況な会になったと思いま 

す。 
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「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入のお願い 

 お忙しい中、また出費増大の中、恐縮ですが、総会等ですでに支払われている方を除き、

郵便局での払込取扱票を同封しましたので、年会費 2000 円をお払いくだされば幸いです。                           

会計  内村博明 

編集後記  PC を windows10 にしての始めての編集、四苦八苦しましたが、皆さんの協

力によりなんとかまとまりました。次号は呑川の会創立２０年記念号になれば 

      と思います。                     福井 甫             

「池上地域・呑川鯉のぼり」 

2017/5/3～5/5 

「霊山橋」～「妙見橋」に展示 

「池上小」「池上第二小」の生徒た

ち手作りの鯉のぼりは 5/3～5/5、 

最終日 5/5は池上青少対の布鯉の

ぼりも展示。ぜひ見に来て下さい。 

 

「池上地域・呑川鯉のぼり」 

準備作業 

2017/5/1（月）13：30～ 

「mics 大田 多目的室」（生活セ

ンター）にて。子ども鯉のぼり。

2017/5/2（火）13：00～ 

「池上出張所 3階」大人鯉のぼり。 

「呑川の会・5月定例会」 

2017/5/11（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

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

「呑川の会・5月世話人会」 

*「定例会」の午前中 10：00に集

まり、打合せを行います。 

「雪谷小学校・呑川ウォーク」 

2017/5/29（月）10：30 学校集合 

10：40ウォーク開始、給食後 12：

45解散。（3年生 88名） 

交通安全を計るため、多数の参加

をお願いします。雨天の場合は

6/1（木）実施。（担当：古海） 

「呑川の会・6月定例会」 

2017/6/10（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

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

「呑川の会・7月定例会」 

2017/7/13（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

 

（その他の予定） 

 

・小学校「呑川学習」は、5月か

ら 6月にかけて、他に 3校が予定

されています。 

・「大田区との意見交換会」（呑川

ネット）は 6月頃に実施予定。 


