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高 橋 光 夫 

日時：2018年12月 15日（土曜）13：30～16：30  

場所：蒲田小学校１階会議室 

 

さて、初冬に入っても暖かい日が続き、今頃は「呑川・上流部」の東工大は素晴らしいイチョウ並木に目

が奪われるのですが、今年は緑が残っていて、なんともみすぼらしい姿を見せています。 

 

昨年と同じ日に、同じ大イチョウがまだ緑色なのです。これからは、本格的な寒さが訪れるようですが、

「定例会」にはぜひ、多くの皆さんのお顔を見せていただけるよう、お願いします。 

 

また、うれしいことに「池上図書館・呑川講座」の受講者の方も、この「定例会」から何人かの方が参加

されます。「12月定例会」は、年末ですので、会議終了後「忘年懇親会」も開催する予定です。 

ご都合のつく方は、これにもぜひご参加ください。 

 

主な議題： 

1）前回以降の活動報告と、当面の活動について 

-反省点や振り返り・確認事項- 

（2018/10/27～11/24）「池上図書館・連続5回呑川講座」を振り返って：アンケートに見られる要望事項

など 

（2018/11/15）郷土博物館主催「静岡・バスツアー」芹沢銈介美術館で判った呑川の役割 

（2018/11/27）おなづか小学校「フォローアップ授業」（生徒による発表会） 

（2018/12/1）「秋の都市河川ウォーク」（入間川） 

（2018/12/2）「長島保さん・お別れ会」 

（2018/12/5）「新・流れる」編集会議(歴史編検討) 

（2018/12/8）大人のかんきょう学校「相互訪問第3弾」呑川中流ウォーク 

（2018/12/10）「大田区との意見交換会」（呑川ネット） 

-当面の日程・確認事項- 

（2018/12/21）「流れる・編集会議」 久が原図書館 

（2019/1/13）「アミガサ事件と有吉堤、多摩川直轄改修」13：30～郷土博物館 

（2019/2/3）「エコフェスタ（大森第5小学校）」 

の み が わ 

「呑川の会・12月定例会」のお知らせ        
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（2019/2/9）シニア交流会 

（2019/2/15～2/16）「久原フェスタ」久原小にて（生徒による呑川研究発表） 

（2019/3/30）「春の都市河川ウォーク」(二ヶ領用水) 

2）会報「のみがわ」(95号) 呑川グランドデザイン・特集号発行について 

3）「呑川グランドデザイン（略称ＧＤ」について 

呑川ネットでまとめ上げられた「呑川ＧＤ」の報告・検討 

*今回は、「呑川ＧＤ」に主要な時間が取られますので、「ミニ学習」は行いません。 

（定例会・開催日について） 

奇数月は「第3木曜」13：30～ ふれあいはすぬま 

偶数月は「第3土曜」13：30～ 蒲田小学校 

また「奇数月・第3木曜」が「休日・祝日」などと重なるときは翌日の「金曜」開催に振り替えます。 

来年3月の第3木曜＝３月２１日は祝日のため、翌２２日（金）となります。 

以上 

 

 

 

記：白石 琇朗 

 

10月27日～11月24日の毎週土曜日、14時～16時半まで5週連続講座を開催しました。 

講座申込み定員40名で締め切ったところ、5回平均30名の参加者がありました。 

        10/27   ウォーク  11/3    11/10    11/17    11/24 

講座申込者     35      26     31     29    30     25 

呑川の会    17    16    17     13    13     14  

   計      52    42    48     42    43     39  

アンケート    30             29    26    26     18  

今回の講座は、今年の2月3日～3月3日までの大森南図書館講座開催から7ヶ月しか経っていないの

で、各回の発表者や世話役の方の準備も大変だったと思いますが、内容がより充実していてアンケートを

見ても、呑川のことが良くわかったと好評の意見が伝わりました。また、質問も多くありましたが、丁寧

に応えましたので、信頼関係が生まれ

た感じがしました。 

この池上図書館は地の利が良く便利

なのと、呑川が近くを流れているので、

関心を寄せる人が多く受講者は熱心で

した。しかし今回初めてマイク使用し

た関係か、使い方で苦情があり、工夫

が必要だと思われます。 

これで洗足池・蒲田・久が原・糀谷・

池上地区と毎年区内の異なる地域で開

催して、呑川に関心を抱いてもらうと共に、理解してもらえる人が増えたのはうれしいことです。また、

事前に配布資料の印刷（とても鮮明できれいでした）作成や会場の設営、ウォークの受付等きめ細かく対

応をして頂いた、池上図書館の清川館長始め、職員の方々のご協力に感謝いたします。有難うございまし

た。今度は新築なった池上駅ビルでの講座開催を期待しています。 

5週連続・呑川講座「郷土の川 呑川の今・昔・未来」 

於：池上図書館 1階講座室 
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最終回の講座の後、寄せられたアンケートの中から、一部抜粋して、転載します。 

 

 呑川の一時貯留水槽の建設の話は、初めて知りました。面白かったです。 

 水質や汚染度のことが、よく分りました。汚染度に対する現状の対策の状況がみえました。 

 未来の対策が かいまみえるのが希望です。 

 中央～西蒲田の辺りに悪臭・スカム黄変が時々起こるが、その原因がよくわかった。 

 合流式改善（一時貯留水槽）の話が聞けたのがとても良かった。 

 呑川に清流が流れることについて希望が持てた。 

 呑川の会の熱心なご活動に敬意を表します。 

 グループワークで参加者の意見を聞けて良かった。呑川のグランドデザインはぜひ推進してください。 

 要望事項も理解できるが、例えば河床遊歩道だが水質の問題、事故対策等で大変な部分があると思う。

道路の狭い場所だが、そのまま使用して（初歩段階として）歩行者天国と同様、日時を限って通行止

めにしてはどうか？ 

 

会員動向： 

新会員のご紹介 

氏   名     住   所（町名まで）         入会日 

① 菅谷 郁恵 様   143-0012  大田区大森東３  2018.年8月.24日 

② 小澤 義弘 様   144-0051  大田区西蒲田５  2018.年12.月1日 

③ 佐久間ちかし 様  146-0085  大田区久が原５  2018.年12.月1日 

 

ご入会頂き、誠に有難うございました。 

次号以降の「会報：のみがわ」にて、順次自己紹介記事をお願いいたします。 

 

 

 

          今年のイチョウ（下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋光夫 撮影 昨年のイチョウ（上） 
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松仙小・呑川学習・ウォーク支援活動  橋本文興 記 

 

“ぼくのすんでいる町を研究して知ろう”の一環

として松仙小学校3年1組の皆さん（31名）は「呑

川を歩こう」をテーマに選ばれました。私たち「呑

川の会」が協力することになり担任の日根野先生と

打ち合わせし9月6日には校内で呑川の事前学習

（担当講師・高橋、会員９名参加）を実施しました。 

その時の質問は呑川の始まりはどこか、川の名前

の云われは、生き物、水質、歴史等に関する質問等

多くの質問を受けました。呑川に対して強く関心を

持たれていることが感じられました。スライドによ

る説明は約1時間でした。 

松仙小学校の呑川ウオークは当初9月14日が予

定でしたが、雨天のため10月18日に変更になりま

した。今年の夏は例年より暑く熱中症がニュースに

もなっていて、かえって変更したことにより当日は

涼しくて良かったのかもしれません。私達会員11

名は6グループ（生徒5~6人）にそれぞれ分かれて

ガイドを実施しました。 

芹が谷橋では橋の耐震化工事（大田区都市整備部

建設工事課担当）の説明を受けることが出来、生徒

さんは日ごろ見られない工事に興味を示されていま

した。側道が橋のところで高くなっている理由を説

明すると呑川の洪水対策のためだと納得していまし

た。下流に進むと野鳥（カルガモ、コガモ、オナガ

モ、コサギ）コイやカメを発見し歓声を上げる生徒

さんもいた。呑川の臭いが下流に行くと上流と違う

ことに気ついてくれました。また呑川をきれいにす

るためゴミを捨てないようにしたいとの話しもして

くれました。洗足流れ、河床の窪み、水質、六郷用

水跡等立ち止まっての説明に質問もあり時間が気に

なりました。池上会館で休憩し東急蒲田駅へ向かい

池上線で御嶽山駅へ。学校へは昼前に無事帰りまし

た。ここに協力いただいた主事の方とご父兄の方々

に感謝申し上げます。後日生徒さんのお礼の手紙を

いただき、呑川について少し理解を深められたとあ

り嬉しく思いました。そして呑川を案内し都市河川

の重要性や親しみある「故郷の川」と関心を持つ人

が一人でも多くなることを期待しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月６日 教室でスライドでの事前学習の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月１８日晴天の下、川沿いを楽しくウォークした。

呑川の会 安岡達郎 撮影 

 



5 

 

 

 

村尾 充洋 記 

今回の入間川（いりまがわ）ウォークでは、甲州街道沿

い京王線つつじが丘駅近くの開渠部始まりから野川への

合流を経て小田急成城学園前までを歩きました。（コース

地図は、末尾に添付しました。） 

（１）つつじヶ丘駅から入間川上流端へ 

当日は、青空が大きく広がり、風もなく穏やかな天気で、

絶好のウォーキング日和。参加者２２名は朝１０時につつ

じヶ丘駅に集合し、まず入間川上流端に向かいました。

上流端には標識があり、周囲は紅葉が進んできています。

水面まで数メートル。川幅は広くなく、水の深さは１０セン

チ位。思いのほかきれいな水です。 

（２）入間川上流端から野川合流点へ 

上流端から少し歩くと、流れは京王線をくぐります。川

は大部分が 「はしご式開渠」。流れのすぐ近くまで住宅

が建っています。 

更に進むと、入間川分水路の取水口が見えてきました。

増水時にはこの分水路（地下）を通して水を野川に流し、

洪水を防ぐ仕組みで、川の溢水・浸水対策として平成２５

年に完成したものです。大きな取水口は頑丈な金属製スク

リーンで覆われており、大きなゴミなどが流れ込まないよう

になっています。水位警報器も何カ所かに設置されており、

洪水対策に力を入れている様子です。 

しばらく行くと、流れが直角に流路変更。珍しいとも思い

ながら、この川が苦労したと思われる歴史を想像させられま

した。 

（３）野川合流点から成城学園前駅へ 

 

いよいよ広々とした野川との合流。野川ではようやく生き

物を発見。餌を探すカルガモが、盛んに頭を水に突っ込ん

でいるのを見つけてほっと一息。野川右岸の、きたみふれ

あい広場で昼食休憩後、周辺の見どころを経て成城学園前

駅で解散しました。 

事前の準備をして頂いた内村さま、白石さまのお陰で、と

ても充実したウォーキングを楽しむことが出来ました。 

 

（都市河川 ウォーク） 

入間川ウォーク（2018/12/1） 
― つつじヶ丘駅から成城学園前駅に向かって ― 

【直角に流路変更（写真右が上流）】 

【合流地点（左から合流。奥が野川下流）】  

【分水路取水口（写真奥が上流）】  

【入間川上流端（写真奥が下流）】 
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（４）周辺の見どころ  

①武者小路実篤の実篤公園 ：入間

川が直角に曲がったところの近くにあり、

モミジ、山茶花、烏瓜、更に上の池には

元気の良いニジマスなど、見事な庭を

楽しみました。 

②旧山田家住宅 ：合流地点から少し

下った野川左岸側の国分寺崖線の上に

ある世田谷区指定有形文化財。ここから

は、緑や湧き水など豊かな自然が残っ

た崖線下のみつ池を見渡すことが出来

ます。一杯百円のコーヒー・お茶の魅力

に惹かれ、全員で洋風住宅に上がって

味わい深いひと時を過ごしました。 

③喜多見不動堂 ：崖線下のみつ池の少し南側にあり、ここの湧水は野川に流れ込んでいます。 

④成城五丁目猪股邸および庭園 ：近代数寄屋造りの第一人者の設計による建物（昭和４２年築）。柱や障子

の桟のきめ細かい面取りなどの造作には驚くばかりでしたし、各部屋から額縁に入ったように見える庭も、特に

紅葉の時期だったこともあり、見事でした。 

⑤成城学園内の池 ：成城学園前駅の近くで一度解散となった後のオプション散策です。この池はすぐ東側

の仙川の流れとどこかでつながっている様子。晴れた日の午後の日差しが残っている池を楽しんだ後、紅葉と

カルガモを残して駅に向かいました。 

つつじが丘駅 ⇒入間川沿い ⇒野川合流点 ⇒ふれあい広場 ⇒ 祖師谷みつ池 ⇒  成城学園駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【きたみふれあい広場での集合写真】  
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おなづか小学校４年生・呑川発表会参加報告 

記：白石 琇朗 

 

 11月27日（火）10時半から女塚小4年生の授業に招かれて、９名で参加しました。 

6月はOHPと写真パネルで呑川に関する基礎知識の2時限事前授業と、東調布公園から呑川沿いを学校までウォー

キングしながら、2回に分けて呑川を勉強しました。 

今回はそれを下に、興味を持ったテーマ毎に4人位でグループを作り、調べ上げて、模造紙3枚位にまとめました。

体育館で2組に分かれて、グループ毎に一人一人順番に発表です。声の小さい子もいましたが、呑川の会員顔負けの

「呑川おじさん」成りきりのグループ発表もあり、感心しました。まとめて人前で発表という段取りが、生徒を成長

させるのだなと思いました。また6月の時も給食を一緒しましたが、今回も終了後、教室で一緒に和気あいあいと美

味しく給食をご馳走になりました。呑川に関心をもって、勉強してくれる子が増えるのは嬉しいことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

呑川グランドデザイン臨時特集号」の発行予告！ 

 

 今年もあわただしいく当会では５月、６月を中心に各小学校の授業支援、１０月、１１月の池上図書館

での５回連続呑川講座など、様々な形で忙しく活動を行ってまいりました。 

そんな中でやはり今年の特質すべき大きな成果としては、当会のメンバーが中心になってまとめた「呑

川グランドデザイン提案書」の完成を上げることが出来ます。 

この内容について皆さまにも広く知っていただき、呑川をより良くしていく夢をご一緒に見ていただく

と共に、より一層のご支援をお願いしたく、この内容の紹介とこれを使っての行政への働きかけの活動に

ついて、次号の臨時特集号でまとめてお知らせすることになりました。 

 

≪発行予定： 平成３１年２月早々、こうご期待！≫ 

 

 

おなづか小 ４年生 約３０名と対話形式 学習 

 呑川の会 安岡達郎 撮影 
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呑川の橋名の由来シリーズ（１） 

旭橋 藤兵衛橋 末広橋                 記  呑川の会（HF） 

 呑川には人が歩いて渡れる橋が６４橋あり、石川町の幅１ｍの歩道橋を除いて勿論 橋に橋名はありま

す。実際 浄国橋、夫婦橋、道々橋などいかにも曰わくありげな橋名もあり、子どもたちの呑川に対する

質問の中でも橋名の由来も多い。というように橋は付近の住民にとってシンボル的な存在となり、地区の

歴史を感じさせるものとなっています。 

 そこで呑川の会としてその由来について調査してみようということになりました。しかし資料はほとん

どないので、想像・空想によるものが大部分です。しかしその結果を今後シリーズとしてご報告していき

たいと思うとともに、会員は勿論会員以外でも何か情報（空想でも妄想でも）をお持ちの方は是非教えて

いただきたいと思います。そんな空想・妄想が呑川の豊かなイメージにつながると思うのですが。（連絡先

080-3400-6018 フクイ） 

 まずは最下流の橋から  

 

旭橋   架設時期 昭和10年  

 この呑川 最下流の旭橋は昭和10年 藤兵衛堀を延長する形で開削された新呑川に架設され、比較的新

しい。そこで旭橋の橋名の由来を調べるため羽田地区で「旭橋」あるいは「旭」を資料・史料でみたが意

外に少ない。新編武蔵風土記稿の羽田村、羽田獵師村の項には全くない。ただ北前堀と南前堀の間に大正

期に「旭耕地」が字名としてあります。一方 1970 年の大田区「土木概要」には呑川に架かる「旭橋」と

南前堀に架かる「旭橋」（昭和 10年前後の地図に

はアサヒ橋とある）がある。旭耕地は松原茂一氏

作成の大正期の糀谷の地図に記載されています。

朝日・旭・アサヒは戦前の雰囲気のひとつでもあ

り、そんな思いもこめて「旭耕地」の旭を取った

のではないでしょうか。 

 

藤兵衛橋 架設時期 昭和10年 

前述のように現在の呑川がこの辺りに開削され

る以前はこの辺りは伊藤藤兵衛が開削した藤兵衛

掘があり、その伊藤藤兵衛を記録するため藤兵衛

橋としてものでしょう。 

ただ伊藤藤兵衛という人と藤兵衛堀の詳細は不

明です。 

 

末広橋  架設時期 昭和10年 

 橋の左手に「末広耕地」という字があったので 

まずそれに拠ったでしょう。 

ただその付近に「塩場耕地」「北耕地」「新町」等

の字があったが何故「末広」になったかは不明で

す。 

（次号へ続く） 

 
大田区の文化財 地図で見る大田区（3）から 

 中央付近の四角の枠に旭耕地が見えます 
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呑川の野草シリーズ（２）ヒメツルソバ 

橋本 文興 記 

☆☆☆「ピンクの金平糖の様な可愛らしい花」☆☆☆ 

ヒマラヤ原産、地面を這うように広がりピンクの金平糖の

様な花を沢山つける。明治時代に渡来し園芸植物として栽

培されていたが繁殖力が強く野生化した。都市部を中心に

急速に分布を広げて来た帰化植物。冬でも暖かい場所では

1 年中見られる。石垣などに生え、高温や乾燥に強い。茎

は褐色で地を這い枝分かれしながらマット状に広がる。花

序の長さは 0.8～1.2cm 白～淡紅紫色で球状になる。葉は

小さな円形で中央に暗緑色のV字形の班が見られる。 

呑川では久根橋左岸や呑川新橋左岸ほか群れが見られます。 

タデ科、花期 5～8 月、分布：中国南部ヒマラヤ原産、関

東以西、四国、九州、沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久根橋と道々橋の間にて、250ｍｍレンズにて撮影 

2018年11月８日 

（参考図書）「色で見分け五感で楽しむ野草図鑑」著者高橋修、㈱ナツメ社発行、 
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「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*「3 月定例会」は、「第 3 木曜」が祝日と重なりますので、翌日の「金曜」開催となります。 

 

編集後記： 

地球温暖化対策を話し合う国連の会議 COP24が、2日、ポーランドで開幕した。「パリ協定」の実施に向け

たルールが決まるかが焦点とのこと。昨年２０１７年は４年ぶりに、全世界の二酸化炭素（ＣＯ２）排出

量が増加した。このままのペースで、ＣＯ２が増え続けると、２０２０年では、海水面が最大数十センチ

上昇することもあると、国際機関は、警告している。最近の日本於ける、異常気象＝局所的短時間豪雨等

も、気候変動によるものでは、ないか？と思われる。過去２０年以上洪水の無かった「呑川」も、世田谷

区に降る局所的短時間豪雨によって、洪水が、起こりうるのではないかと心配だ。 

心配性の工藤の最近の心境です。 

「呑川ネット・定例会」 

2018/12/13（木）10：00 

生活センター・調理室 

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

*「大田区との意見交換会」が終わ

って、今後の「呑川グランドデザ

イン」対策について等。 

「呑川の会・12 月定例会」 

2018/12/15（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

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

*「会」として初めて「呑川グラン

ドデザイン」の討議もします。 

*今回は「忘年会」も行います。 

「新・呑川は流れる」編集会議 

2018/12/21（金）10：00～ 

「久が原図書館」多目的室 

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

*「歴史」関連の打合せに引き続

き、今回は、「橋」グループと打

合せを行います。 

「呑川の会・1月定例会」 

2019/1/17（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」 

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

*今回から、奇数月も「第 3週」

開催になりました（第 3木曜）。 

ご注意ください。 

「呑川の会・2月定例会」 

2019/2/16（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」 

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

「呑川の会・3月定例会」 

2019/3/22（金）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」 

「大田区・エコフェスタ」 

2019/2/3（日）10：00～16：30 

「大森第 5 小学校」 

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

「久原フェスタ」 

2019/2/15（金）～2/16（土） 

「久原小」で呑川学習の発表 

 

「呑川の会・1月定例会」 

2019/1/17（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」 

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

*今回から、奇数月も「第 3週」

開催になりました（第 3木曜）。 

ご注意ください。 


