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  （高橋 光夫 記） 

 

 

1）傷みが激しかった「網フェンス」 

 

・「呑川」の上流部は「網フェンス」（転落防止

柵）が長い間親しまれてきましたが、凹みやサ

ビはひどくなりました。 

・一方、池上地域は早くから「アルミフェンス」

に交換され、しかも「ヘデラ植栽」も広範囲に

行われ、良い環境が形成されていました。 

・しかし、久が原から上流に向かっての「フェ

ンス交換・緑化工事」は全く進まないままでし

た。 

・それは久が原地域は「耐震補強」の「護岸工事」がまだ出来上がっていないからでした。 

東京都としては、「緑道軸工事」よりも当面の優先課題は「耐震補強工事」だったからです。 

 

2）動き始めた「緑化工事」の最終段階へ 

 

・遅れていた久が原地域の「耐震補強工事」は、

2008年から開始され、「その 5工事」から「そ

の 10工事」と連続し、2011年まで掛かりまし

た。 

・そしてこの「耐震補強」が終わったからこそ、

「緑化工事」の予算が付き、久が原･雪が谷地

域も「アルミフェンス」「ヘデラ植栽」「桜並木

植栽」の工事が進められたのです。 

の み が わ 

最上流部の「呑川緑化工事」（その 9） 

「網フェンス」から「アルミフェンス」へ 
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・大田区での最上流部・石川町地域はようやく 2016年に開始されました（呑川緑化工事・その 9）。 

「新フェンス」は従来の護岸幅では狭くて取付けられず、一部は幅広に補強されました（左上写真）。 

 

・新フェンスの交換と共に「ヘデラ」も植栽されましたが、護岸の構造部分は掘れないので、樹脂

のプランターが設置されました。降雨だけで水不足にならず枯れなければ良いのですが・・・・ 

この「緑化工事」は次年度「境橋～工大橋」区間の工事で最上流部まで完了となります。 

 

 

(白石 琇朗  

安岡 達郎 記） 

 

   

5月 5日子供の日に今年で 3年目の「鯉のぼり飾り」は、池上第二小学校・池上小学校の新 2年

生 200人が 4人一組で作った、色とりどりの鯉のぼり 50匹と池上青少対所有の鯉のぼりを含め約

百匹が、本門寺参道の霊山橋から妙見橋まで、多くの会員の手によって飾られました。５月１日に

生活センターにて会員一同で準備、２日は池上出張所で布製鯉のぼり（真鯉・緋鯉・子鯉・吹き流

し）準備と小学生鯉のぼり飾り付け、５日は朝８時から呑川に飾り付け、Ｊ：ＣＯＭテレビのニュ

ース撮影取材もあり、晴天に恵まれて 17 時から片づけ、だんだん池上の恒例イベントとして浸透

しているのが感じられました。 

これも昨年の展示終了後、「来年

は、もっと数を増やしたいので、

鯉のぼりの寄付を呼びかけよう。

でも都会では、なかなか集まらな

いかな」との声があり、そこで私

が「小学校の子供たちに作っても

らえないかな」とつぶやきました。

しばらくして池二小卒業生の白

石さんが、池二小の校長先生に話

をしたところ、「是非やってみた

 

第３回 池上呑川鯉のぼり 
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い。池小にも声をかけましょう。」とのこと。そこで、さっそく材料の選定にかかり、障子紙、木

綿の布、ビニールなどを検討しました。クレヨンかクレパスでかけること、丈夫で多少の雨風にも

耐えられること等を考えていて、以前フリーマーケットで買った大量のマイラーフィルム（製図や

インクジェットプリントに使用するポリエステルフィルム）があることを思い出し、裏はクレヨン

やクレバス 

で絵が描け、表は光沢のあるもので、

大きさは A-１サイズ、二つ折りにする

と長さ 594mm、幅 420mmのミニ鯉のぼ

りができます。さっそくサンプルを作

り二人で池二小、池小の校長先生のと

ころへ行って、材料を提供して、2 年

生の子供たちが4人で1匹作っていた

だけることになりました。できあがっ

た鯉のぼりは、どれも素晴らしいもの

で、色も模様も、子供たちの自由な感

性で描かれた「鯉のぼりアート」です。

展示した子供たちの「鯉のぼりアート」

を見た人は、スマホなどで写真を撮っていました。早朝・夕方散歩の多くの人の目にも留まり、「初

めて見た」とビックリ認識してもらいました。そして小学生が「お母さん！あれが僕の作った鯉の

ぼりだよ」とニコニコ指差して自慢して喜んでいるのが、微笑ましく、うれしかったです。来年以

降も、また校長先生にお願いして作っていただき、毎年どんどん増やしていきたいと思います。 

校長先生、図工の先生、担任の先生、本当にありがとうございました。  

 

 

（古海 信雄 記） 

 

 

５月２９日(月) 今年も 雪谷小学校からの依頼による、『呑川探検の学習支援』を行いました。 

３年生 ３組 ８８名が対象で、これを８班に分け、呑川の会からは１４名が参加し、各々の班

に分かれ説明しました。 小学校からも先生以外に 交通安全に注意を払うため、主事の方、保護

者の方が付き添って頂けました。 大変助かりました。 

今年は例年と違い、先生との事前打ち合わせで、生徒さんには我々の説明を一方的に聞くだけで

はなく、自分達の目で『呑川』を観察し、いろいろなことを自ら発見してほしいという主旨で探検

するようにしました。 

呑川は学校のすぐ側を流れていますので、普段生徒は呑川をよく見ていると思います。 しかし

今回は自分たちでいろいろ自ら発見するという、『気付の学習』を経験してもらいたかったからで

す。  

子供達には「発見したら何でも言いなさい、又何か変だなと思ったらどんどん質問していいよ」

と言っておきました。１０：４０ 学校を出発し、すぐ桜並木の下に来たらある子が「涼しい」と

 

雪谷小学校 呑川探検 
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言いました。これこそ『気付き』です。 木が多いと人にとってとても気持ちがよいと感じるので

す。（ましてや、雪谷小学校の桜はとても綺麗で、地域の方も自慢できるものです。）  

 その後も、子供たちはいろいろ発見し、競うように手をあげ発表し、質問したりします。  

「この川はコンクリートで出来ていて、深く、まっすぐになっている。昔からこういう川だったの

ですか？」 この質問には「君はとても良い

ことに気が付いた。この川は自然な川でなく、

人間が作った川です。普通、川は蛇行してい

ますね。」と回答。 そして、昔の呑川の写

真（水の深さは約３０ｃｍ、護岸は土）を見

せ、「この川は大雨が降ると洪水（子供たち

は洪水という言葉は知っていても実際どう

いうものかわからない。それも写真を見せま

した）が多くあったから、川を作りかえまし

た。 まっすぐにして、深く掘り、コンクリ

ートの護岸にして洪水が起こりにくくした

のです。」と回答。                     [中原街道石川橋の石橋供養塔の

前]  

 探検していると丁度ユスリカ対策の『河床清掃車＝河床に発生した藻を削る機械』が見えました。  

子供たちは「ユスリカは本当にいやだ。 いなくなるといいよね！」 

その他、生き物（鳥・亀等）、護岸の丸い穴や四角い穴、フェデラ、中原幹線等いろいろ発見。   

途中 山下橋のところで川沿いを離れ、右に折れ、昔の呑川が流れていた所を歩きました。 「川

はまっすぐでなく、曲がっていたのだよ。雪谷小学校のなかも流れていました」と話すと子供たち

はびっくり。１２：００ 学校に帰ってきました。 

そして私達も生徒と一緒に『給食』をごちそうになりました。 子供たちに感想を聞くと「呑川

が大好きになった」と話してくれました。 給食のおいしさと共に子供たちが「とっても楽しかっ

た」と言ってくれたことに私達も大満足でした。 ありがとうございました。 

 

 

（古海 信雄 記） 

 

 

６月２日(金) 例年の如く 久原小学校４年生の、『呑川ウォーキング』を行いました。梅雨の

季節でもあり、６日、８日を予備日としていましたが当日は雨に降られず無事実施出来ました。 

児童は４年生 ４組 １２９名の大人数。これを８班（一班 １６，１７名）に分けました。呑

川の会からは１４名が参加。本当は１２班（一班 １０，１１名）にしたかったのですが、ガイド

するものが１２名いなかったのでやむを得ず８班としました。一班１０名位だと生徒さん皆と話が

出来るから理想的、１６，７名だと全員に目を向けるのは難しい・・・。 

しかし、小学校からは先生、主事さん、スクールサポーターの方以外に １７名の保護者の方が

参加してくださり、交通安全の為、付き添って頂けました。 大変助かりました。 

 

久原小学校 呑川ウォーキング 
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久原小学校は、４年生でもあり事前に呑川について多少勉強しており、今回のウォーキングのテ

ーマを次のようにしていました。 

①吞川の様子を観察し、気づいたことやぎもんに思ったことを記録しよう。 

 ②吞川の会の方の話しを聞いて、川をよごす原因や川をきれいにするための取り組みについて

知ろう。 

 ③交通ルールやマナーを守って、れいぎ正しく見学しよう  

『呑川ウォーキング』コースは ８：４５

に学校を出発、まず 呑川の長栄橋まで行き、

呑川沿いの道を下流へ向かって歩き、大平橋

のところを蒲田駅に折れ、電車で蒲田駅から

久が原駅まで乗り、帰校するという３時間半

の行程でした。 

出発にあたり、生徒には「自ら観察するこ

と（『気付きの学習』、）が大切。疑問があっ

たら間違っても良いから何でも質問するこ

と。 そして学校の門に掲示されている『久

原小学校 海抜１６．８ｍ』を憶えておくよ

うに。」と話す。長栄橋につくとまず生徒に聞いてみる。 [浄国橋付近の六郷用水と呑川説明板の

前]      

「川の水はどちらからどちらに流れている？」、「次に上流はどっち？」「右岸・左岸て知ってる？ 

大人になっても必要となるから憶えておきなさい」。久原小学校の生徒は例年そうだがいろいろ発

見し、よく質問してくる。川がまっすぐになっている。（昔の写真を見せ、違いを見せる）  

川の流れが速いところ、遅いところがある。川幅も途中で変わる。狭いところは流れが速い。 久

が原と池上あたりでは川の匂いが違う（汽水域）。 コンクリート壁の穴は？ 橋の側に青色の管、

緑の管は（水道管とガス管）？ 久が原あたりの川と蒲田付近の川のゴミの量の違い。等 よく観

てる。池上小学校の海抜５．９ｍ、池上第二小学校３．７ｍ。日本工学院２．９ｍも観察。 

それと何といっても生き物をよく見つける。コサギ発見。セキレイもいる。亀がいた。カルガモ発

見。ハトがコンクリート壁の穴に入っていく。呑川のフェンスには 蜘蛛の巣が多い。（ユスリカ

が多い）お目当てのカワセミも発見。又蛇も泳いでいた。（自分も初めて見ました。種類は不明？）

等。 

 それと 蒲田駅付近の ゴミをせき止めるフェンス、ジェットストリーマーなどには興味をもつ。 

大人でもどう答えたらよいか困る質問がありました。 例えば「呑川の水の成分は？」 「わかり

ません」と答える。呑川の観察の仕方は勿論のことだが、もう一つ自分が感心したのは、今回のウ

ォーキングのテーマの一つである ③交通ルールやマナーを守って、れいぎ正しく見学しよう で、

それを実践しているのに驚きました。蒲田駅で集合している時、電車に乗っている時のマナー（リ

ユックは後ろに背負わないで前で抱える。お年寄りが来たら席を譲る。）が実践出来ていたことで

す。   

 最後、疲れがあったと思うが、久が原駅から学校までの歩きも良かったです。 予定通り帰校し

ました。 私達も多少疲れましたが、生徒と一緒に『給食』をごちそうになりました。 とても美
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味しく、生徒たちとのおしゃべりも大変楽しく帰る時には疲れもとれました。先生、生徒、学校関

係の皆様 誠に有難うございました。 今から 来年が待ちどうしいです。 

 

追記：毎年 学校では 『呑川ウォーキング』後の結果をまとめ、発表会を行っています。 

今年もあると思いますが、皆様 是非 参加されることをお薦めします。 

感心を通り越し感動さへ覚えます。 

 

 

（菱沼 公平 記） 

 

 

6月 5日（月）の 3時間目（10：45～11：30）と

4時間目（11：35～12：15）を使い、5年生（3ク

ラス、103 名）に呑川についての授業を行いまし

た。 

 最初の授業はスライドで「呑川とはどんな川」

という初歩的な話を行いました。一部難しいい事

柄もありましたが、後の先生の話では「ある程度

は理解できたのでは」と話してくれました。 

次の時間は「生き物」「水質」「歴史」に分かれ

て、生徒からの質問に答えました。 

 この学校のすごい所は、事前に寄せら

れた質問の数です。「生き物」14件、 

「まわりの様子」3件、「水の温度」1件、

「水質」13件、「風の強さ」1件、「川の

深さ・長さ・流れ」6件、「船」1件、「岩

場」1 件、「歴史」10 件、というもので

した。 

 私たち呑川の会は、3～4人に分かれそ

れぞれのクラスで質問を受けました。 

事前の質問事項は会員に示してあり、各クラスで活発な話し合いが行われました。私たちにとって

も貴重な時間を過ごすことが出来ました。 

 

（橋本 文興 記） 

 

 

5月 10日夕、池上橋付近で可愛いカ

ルガモのヒナ 12 羽が見つかり成長

 

大森第四小学校（５年生）の授業支援 －呑川学習－ 

 

 

今年のカルガモ  － ヒナ達は！！！ － 
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が期待されました。（呑川ニュース 2で紹介）その後 14日には稲荷橋付近で大雨に頑張るヒナ 5羽

（呑川ニュース 3で紹介）が観察されましたが翌日後には見られなくなってしまいました。川の水

勢に流されたか、カラスにさらわれたかわかりません、きっとどこかで遊んでいることでしょう？

また皆さんの前に現れることを祈っています。 

 

 

（白石 琇朗 記） 

（寄立 美江子 地図） 

 

呑川と兄弟の川・内川は、昭和初期頃までは流域の人達の生活用水や子供達の遊び場として利用

されていましたが、昭和51年にＪＲ線までは暗渠として排水路化されました。内川は源流近くに

馬込第三小学校がある大田区北馬込二丁目13番地の台地斜面に「旧内川源流」と大田区建立の立

派な石碑が立っていて①、ここから環七まで流れ跡の緑道が続いています。環七を突っ切って流れ

跡は、ビックリするほど近代的になった遊歩道が真っ直ぐ続いています。中馬込児童公園を過ぎる

と東京地下鉄㈱のマンション棟の中を通り抜け、花壇の先を曲がり支流が合流して、新幹線の下を

トンネルで横断しています②。トンネルを越えると、都営地下鉄の跡地に平成25年に開校した立

正中高学校敷地の中を歩道で通り抜け、新たな桜並木の歩道で第二京浜国道に突き当たります。国

道を渡ると梅並木の遊歩道③、桜並木の遊歩道と続き、善照寺の左角を曲がると馬込の桜並木とな

り④、旧内川の素晴らしいプロムナ 

 

呑川に合流する「流れ」考 23 

～ 呑川に関係する「内川」の流れ（１）～   

①  
② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 
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ードが続く。並木終わりの郵便局右手の遊歩道⑤を進むと旧佐伯栄養専門学校の麓

下を回り込み、幼稚園の横を通り「いにしえの東海道・平間街道」を「出土橋」⑥で

渡って、旧日赤の障害者サポートセンター前を流れ、公園先の四つ角で六郷用水と合

流しても下流に流れていました。 
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（可児 昭雄 記） 

 

   

いよいよ鬱陶しい梅雨に入った直前、呑川沿いに歩いて島本橋下流右岸の「しばさくらきんたろう

公園」に着くと、その真ん中に紫色の美しい花が咲く一際目立つ大木「キリ（桐）」がある。この

樹木は中国・朝鮮から渡来した、または日本壱岐の島に自生していたとも言われている。  

この「桐」は成長が早く、途中から切るとすぐに伸びると云われ、「切る」から「キリ」になっ

たと言われている。この性質を生かし、女の子が生まれるとこの樹木を植え、嫁ぐときに箪笥を作

って持参したらしい。この材質は熱に強く、気密性に富んでいるためである。また材質が軽いので、

琴、下駄、羽子板、そして軟らかく均質なため炭にも使用した。 

 1974 年まではパスポートには

桐の紋が入っていたが、現在は菊

の紋章である。 

＊キリ（桐） 

 ・ごまのくさは科 

 ・落葉樹 

＊参考文献： 

・「日本の樹木」 

  辻井達一著 中公新書 

・「花の七十二候」 

  環境デザイン研究所編  

誠文堂新光社 

写真：石川町二丁目・しばさくらきんたろう公園 

 

（白石 琇朗 記） 

 

 

６月 22 日（木）朝、池上養源

寺橋付近の巣穴からカワセミ

のひな 2羽が、見事！呑川に巣

立ちました。大分前から親鳥が

本門寺弁天池で魚を獲り、出入

りしているのを６月１５日か

ら毎日観察されていた蓮沼の

田代様から提供頂いた写真で

す。 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 第 32 回 

― 桐（キリ） ― 

 

特報！！！ カワセミのひな、池上・呑川で誕生 
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「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（編集後記）--------------------------------------------------------------------- 

今回の会報は内容が盛りだくさんです。本文にあるように、池上呑川鯉のぼりの小学生たち

が作った鯉のぼりは、通った人たちの目を楽しませてくれました。生徒の皆さん、ご指導く

ださった先生方に感謝します。例年どおり、小学校の呑川学習や呑川ウォークも無事終わり

ました。最後にカワセミ誕生のニュースが入ってきました。呑川は生き物たちにとって大切

な環境なのだと実感します。                   （内村 博明 記） 

「大田区との意見交換会」 

2017/6/29（木）14：00～ 

「本庁舎」11階 第6委員会室 

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

「呑川ネット」で行う定例（年2回）

の行政との話しあい。西蒲田地域の水

質悪化・悪臭が中心課題 

 

「呑川ネット・定例会」 

2017/7/11（火）10：00～ 

「生活センター・Gr活動室」 

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

午後からは、引き続き「グランドデ

ザイン」検討会を行います。 

 

「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 

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

定例会後半は「ミニ学習会」を行い、

呑川情報や関連の知識を深めます。 

「呑川の会・8月定例会」 

2017/8/19（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

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

お盆休暇や「山の日」を避けて、8

月のみ第 3土曜日開催となりますの

でご注意ください。 

「呑川の会・9月定例会」 

2017/9/14（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」第 2集会室 

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

*「定例会」は原則として 

偶数月は第2土曜・蒲田小学校、 

奇数月は第2木曜・ふれあい蓮沼 

 

（その他の予定） 

・「大森南図書館・呑川講座」（来年 2

月開催）の準備や、「新版・呑川は流

れる」の編集活動が進められていま

す。 

・新会員も増え、旧呑川緑道や水門

walk等の準備をしています。 


