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みんなでみんなでみんなでみんなで集まろう集まろう集まろう集まろう！！！！    「呑川の会・総会」（「呑川の会・総会」（「呑川の会・総会」（「呑川の会・総会」（4/4/4/4/27272727・土曜・土曜・土曜・土曜）へ！）へ！）へ！）へ！    

～～～～    久しぶりに久しぶりに久しぶりに久しぶりに声を寄せ合い、楽しい声を寄せ合い、楽しい声を寄せ合い、楽しい声を寄せ合い、楽しい1111年を過ごすために年を過ごすために年を過ごすために年を過ごすために    ～～～～    

 

（開催日）（開催日）（開催日）（開催日）2222010101019999/4//4//4//4/27272727（土曜）（土曜）（土曜）（土曜）    11113333：：：：30303030～～～～11116666：：：：30303030（ミニ学習会含めて）（ミニ学習会含めて）（ミニ学習会含めて）（ミニ学習会含めて）    

（場所）蒲田小学校・（場所）蒲田小学校・（場所）蒲田小学校・（場所）蒲田小学校・会議室会議室会議室会議室    

（主な議題）・2018年度を振り返り、新しい1年の行事を 

計画します。 

・新しい世話人会を選出し、出来るだけみんなで、役割を分担し

合う体制を作ります。 

・時間を確保して「ミニ学習会」も行います。 

・議題詳細は3月の世話人会で検討します。 

 

*今回は特別に「第4土曜日」の開催になります。 

*ふだんお見えにならない方も、この機会にぜひお顔を見せて、消

息をいただければうれしく思います。楽しみにしています。 

*いつもは発言されない方も、総会こそ遠慮なく、全員で意見や要望を出し合いましょう。 

*例年通り記念写真も撮り、総会終了後は懇親会を開く予定です。お時間のある方はどうぞ！ 

（高橋 光夫） 

 

記記記記    ：：：：    内村内村内村内村    博明博明博明博明        

    

    

晴れ間が見えるなか、呑川中流域ウォークが開催されました。このウォークは大田区の環境保全

活動団体の集まりの「大人のかんきょう楽校」主催のウォークです。今期の第２回目の活動として、

参加団体である当会で皆さんに呑川中流域とその周辺の環境を見てもらおうと企画しました。    

京急蒲田駅集合、夫婦橋親水公園から蒲田地区の住宅街、池上地区を通って久が原の北の橋までを

歩きました。 

のののの    みみみみ    がががが    わわわわ    

（大人のかんきょう楽校）（大人のかんきょう楽校）（大人のかんきょう楽校）（大人のかんきょう楽校）    

呑川中流域呑川中流域呑川中流域呑川中流域ウォーク（ウォーク（ウォーク（ウォーク（2012012012018888////12121212////8888））））    
――――    呑川のよいところ、わるいところをみてみよう呑川のよいところ、わるいところをみてみよう呑川のよいところ、わるいところをみてみよう呑川のよいところ、わるいところをみてみよう    ――――    

2012012012019999年年年年    3333月月月月    8888日発行日発行日発行日発行（通（通（通（通    算算算算    第第第第９９９９６６６６号）号）号）号） 

連絡先 〒145-0061 大田区石川町1-26-８ 

発  行   呑川の会呑川の会呑川の会呑川の会            代表代表代表代表    高橋高橋高橋高橋    光夫光夫光夫光夫 

呑川の会 e-mail： mitsuo.takahashi@nifty.com 

呑川の会HP http://home.m00.itscom.net/nomigawa/ 

高橋会員HP http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 
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今回は大田区報に募集の記事を掲載、一般参加者７名を

含む24名の参加です。当会からは９名参加、４グループ

に分けて案内し、大田区の大切な川・呑川を間近に見ても

らうことができました。また、呑川の会の活動がアピール

できたと思います。 

（写真は夫婦橋） 

 

 

 

記記記記    ：：：：    古海古海古海古海    信雄信雄信雄信雄 

 

 

 

 本年度第１回目の定例会が1月17日（木）に開催され、その時『区内の呑川最上流部から下流部』

を実踏して、勉強会をしようと提案がありました。 

 それで急遽下記要領で実施しようということになり、４日間実施しました。 

 本来 目的をもって勉強会をやるのが筋ですが、当会の会員には呑川のことをよくご存知のベテ

ランの方もいますが、新会員で呑川のことはまだよく知らない、全部歩いたことがないという方も

います。 それと自分は呑川の環境について勉強し呑川の今後について提案したい、生き物・植物

について興味がある、呑川の歴史や周辺の史跡等について勉強したい、橋の構造について知りたい

等各々目的が違う人がいます。 これを座学で勉強することも良いですが、とりあえず実踏するこ

とが始まりということでやることにしました。 もちろん １回歩いただけで問題解決にはならな

いということは承知済です。 それに急遽やった理由のもう一つは、今後大人向けの案内、また、

小学生向けの説明書を作成する予定があるからです。  

日程は次の通りでした。 

 

・最上流部：１月２５日（金） １０：００ 大井町線 大岡山駅改札口集合 

 解散 池上線石川台駅  世話人：古海・高橋・内村 

・上 流 部：１月２８日（月） １０：００ 池上線 石川台駅改札口集合 

 解散 池上線池上駅、  世話人：福井・工藤・橋本 

・中 流 部：１月２９日（火） １０：００ 池上橋集合（駅ではなく、 池上橋に来てください。） 

 解散 京急蒲田駅、   世話人：白石・菊池・安岡 

・下 流 部：２月 ７日（木）  １０：００ 京急蒲田駅改札口を出て１階広場に集合  

解散 河口、       世話人：小熊・菱沼・南 

 

世話人は担当地域に住んでおられる方にお願いしました。 昔の時代の話しや地域の人しかわか 

らない初めて聞くこともありました。 これがとても良かったですし勉強になりました。 世話 

話人の方急なスケジュールなのに協力して頂き誠にありがとうございました。 

各地域で学んだことは、数多くありこの紙面では到底収まらないので別の機会にします。 

    

『呑川』『呑川』『呑川』『呑川』    最上流（工大橋）～最下流（河口）最上流（工大橋）～最下流（河口）最上流（工大橋）～最下流（河口）最上流（工大橋）～最下流（河口）    

実踏実踏実踏実踏    勉強会の報告勉強会の報告勉強会の報告勉強会の報告    
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記記記記    ：：：：    小熊小熊小熊小熊    健司健司健司健司    

 

 2月9日（土）、太田区民ホール・アプ

リコの展示室と小ホールに於いて、おお

たアクティブシニア交流会が開催されま

した。 

 交流会の主催は、おおた生涯学習世話

人会、後援は、おおた区民団体連絡会で、

元気高齢者の地域活動への参加促進を目

的としています（ステップアップ助成金

事業）。 

 当日の構成は、①ブース展示・ワークショップ、②講演会・発表会、③おしゃべり交流会、の 3

本立てでした。 ブース展示は 14団体、体験ワークショップは 7団体で、呑川の会は「呑川の現

在（地図を含む）」「生き物」「会の活動」をテーマに、ブース展示に6名で参加しました。 

 当日は、あいにくの降雪で参加者が若干低調でしたが、積極的な質問と呑川への思い入れを語っ

て頂くことが出来ました。体験ワークショップでは、鳥の彫刻の絵付け、絵手紙、干支（猪）を書

く、などに人気が集まっていました。11 時～20 時の長時間で、出展者・実行委員の方々、お疲れ

さまでした。末尾にはなりましたが、展示物の多い呑川の会の撤収に、お手伝いして下さった六郷

用水の方々に、改めてお礼申し上げます。 

 

 

記記記記    ：：：：    小熊小熊小熊小熊    健司健司健司健司    

 

 

 閉鎖工事が進んでいる「貴船水門」「貴船水門」「貴船水門」「貴船水門」と「旧呑川水門」「旧呑川水門」「旧呑川水門」「旧呑川水門」の2カ所を見学し、旧呑川緑道旧呑川緑道旧呑川緑道旧呑川緑道を菱沼さん

の案内で、京急蒲田までウォークします。 

 ＊集合日時：３月18日（月）10時 雨天の場合は３月21日（木）小熊連絡先090－3330－1231 

 ＊集合場所：京急「大森町」駅 （京急蒲田駅発：9時30・38・50分の品川方面行き乗車 

（〃休日ダイヤ：9時28・40・46分です。） 

          大森駅東口バス乗り場・「森ケ崎」「空港」行で、大森警察署前にて下車 

 ＊散策コース： 

  大森町駅 → 厳正寺 → 貴船神社 → 貴船掘緑地 → 貴船水門 → 大森東避難橋 

→ 呑川水門 → 旧呑川緑地 → 産業道路（途中帰宅・北糀谷バス停）→ 京急蒲田駅 

    

おおたアクティブシニア交流会おおたアクティブシニア交流会おおたアクティブシニア交流会おおたアクティブシニア交流会    参加報告参加報告参加報告参加報告    

    

    

呑川水門ウォーク呑川水門ウォーク呑川水門ウォーク呑川水門ウォーク                2019201920192019・・・・3333 月月月月 18181818 日（月）日（月）日（月）日（月）    
                                消滅する前に見学消滅する前に見学消滅する前に見学消滅する前に見学しましょうしましょうしましょうしましょう    
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記記記記        ：：：：    白石白石白石白石    琇朗琇朗琇朗琇朗    

地図地図地図地図    ：：：：    寄立寄立寄立寄立    美江子美江子美江子美江子 

 

 

 むかし九品仏川と谷沢川の河川争奪で谷沢川に流入することになってしまった、九品仏川支流の

逆川の流れを途中見ることができるので、探索しました。 

大井町線・等々力駅近くのゴルフ橋下に逆川が谷

沢川に流れ込む場所①①①①を見ることができ、そこか

ら上に遡ると道路に出た所に「逆川」表示②②②②があ

る先に、流れを覆った水路があり、崖に突き当た

ります。その深く刻まれた水路を等々力駅裏の目

黒通り陸橋付近の駐車場から見下ろす③③③③ことが

できます。跨線橋を渡ると等々力駅の外れに流れ

④④④④が見られます。目黒通り沿いの満願寺の池を流

れ、墓の奥の塀の外に廻ると水の流れ⑤⑥⑤⑥⑤⑥⑤⑥がまっ

すぐ続いているのが見られます。東京都市大学の

脇を通る流れ跡⑦⑦⑦⑦が続き、等々力

八丁目公園の右側歩道⑧⑧⑧⑧で少し

ずつ登って、深沢五丁目との境の

通りに突き当たります。 

    

呑川に合流する流れ考呑川に合流する流れ考呑川に合流する流れ考呑川に合流する流れ考    ２６２６２６２６        

九品仏川九品仏川九品仏川九品仏川    支流・逆川の源流支流・逆川の源流支流・逆川の源流支流・逆川の源流    
    

①①①① ②②②②    

④④④④    

⑤⑤⑤⑤    

③③③③    

⑥⑥⑥⑥    

⑦⑦⑦⑦    

⑧⑧⑧⑧    
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【 東急大井町線等々力駅周辺の地図 】 

 

    

 

記記記記    ：：：：    福井福井福井福井    甫甫甫甫 

 

 

 

東橋            架設時期 昭和10年    

     字名でしょう。「大田区の文化財 地図編１ 東京市編入頃の羽田町（西糀谷・萩中・本

羽田地区）」（大田区図書館蔵書）によれば東橋の左岸あたりに「北糀谷」と「末廣耕地」

にはさまれて「東」が見えます 

    

呑川の橋名の由来シリーズ（２）呑川の橋名の由来シリーズ（２）呑川の橋名の由来シリーズ（２）呑川の橋名の由来シリーズ（２）    
東橋、呑川新橋、八幡橋、北糀谷橋、東橋、呑川新橋、八幡橋、北糀谷橋、東橋、呑川新橋、八幡橋、北糀谷橋、東橋、呑川新橋、八幡橋、北糀谷橋、    

宝来橋、清水橋、宝来橋、清水橋、宝来橋、清水橋、宝来橋、清水橋、    天神橋、夫婦橋天神橋、夫婦橋天神橋、夫婦橋天神橋、夫婦橋    
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呑川新橋 架設時期 昭和10年 

呑川新橋は産業道路に架かるが産業道路が旧呑川に架かる下川橋の一つ下流に呑川橋が

あったので呑川新橋としたか。 

八幡橋  架設時期 昭和12年 

左岸すぐの子安八幡神社に由来したことは間違いないでしょう。子安八幡は道々橋付近

にもあります。八幡神社は普通武勇の神様と言われますがそこに安産も祈願しているの

はおもしろいですね。何か安産を願う切実な事情があったのでしょうか。 

北糀谷橋 架設時期 昭和12年 

「東橋」で記載の通りこの辺り住所は北糀谷です。 

宝来橋  架設時期 昭和29年 

     生まれも育ちも糀谷の松原秀章さん中心にまとめられた「糀谷ってどんなまち？歴史が

あるんだよ」には一時期「糀」の字が当用漢字にないこと等から「糀谷」を「宝来町」

への地名変更が1963年大田区から提案されたとあります。その際 地元住民の反対で取

りやめになったそうですが、「宝来町」の根拠は示されず、宝来の根拠は結局わからない

ようです。 

清水橋  架設時期 昭和28年 

まったく不明です。 この付近で湧水がでることは考えにくく、清水何某(ﾅﾆｶﾞｼ)という

人物がこの地の発展に寄与してことの記念にでもつけたのでしょうか 

都内には文京区の本郷六丁目と西片二丁目をつなぐ陸橋は清水橋と呼ばれており、また

渋谷区本町三丁目の山手通りに清水橋交番があります。ただし今でも昔でも川があった

ようには見えない。 

天神橋  架設時期 昭和35年 

この橋の右岸に北野神社があります。北野神社は天神様・菅原道真を祀っているのでこ

の名前でしょう。 

夫婦橋  架設時期 大正5年 

(ﾒｵﾄﾊﾞｼ) 記稿の蒲田・新宿村の項には「夫婦橋 呑川に架す、海道の内にて、北蒲田の境にあり、

長さ七間幅三尺」とあり、北蒲田村の項には「女夫橋 当村と新宿村との界にある用水

堀に架す、長さ七間、幅三間」とあります。また東海道分間延絵図によると夫婦橋があ

ったと思われる場所に少し離れているが橋が二つ書かれています。さらに大正期の大田

区地図 蒲田（3000分の1）では二つの橋が10mぐらい離れて架かっています。元々の

呑川の流れがこの夫婦橋のすぐ上の堰で二分され、一方が呑川本流で他方を松葉用水に

分流させていたので、その二つの橋を一緒にして夫婦橋と呼んでいたのでしょう。 

江戸時代、武家は武士とその妻との感覚で夫婦という感覚は少なかったのではないか。

とすると周辺の住民が２つの流れに架かっている橋を夫婦橋と呼んだのは微笑ましく思

えます。幕府のお膝元で他に夫婦と呼ばれた地名があるのでしょうか。 

     なお「女夫」「夫婦」は新明解古語辞典（三省堂1983.11）によれば、いずれも「メヲト」

で同じ意味のようです。 

（記稿：新編武蔵風土記稿、1830年に完成した地誌） 
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記記記記    ：：：：    白石白石白石白石    琇朗琇朗琇朗琇朗 

 

 

 

 

 二ヶ領用水は多摩川右岸の上河原堰と宿河原堰の２カ所で取水し、江戸時代初期に開削され、 

稲毛・川崎の二ヶ領を流れ下り全長32キロの60ヵ村を潤す灌漑用水です。小田急・南武線の登戸

駅付近の宿河原堰の「二ヶ領せせらぎ館」を見学してから、桜並木のきれいな二ヶ領用水親水護岸

の遊歩道を歩き、国の登録有形文化財の「久地円筒分水」を見て、東急・南武線、溝の口駅まで周

囲に見どころがある楽しいコースを辿ります。    

 

＊＊＊＊    集合日時集合日時集合日時集合日時    ：：：：    ３月３月３月３月 30303030日（土）日（土）日（土）日（土）10101010時時時時    南武線南武線南武線南武線    登戸駅（小田急線でなく）改札口登戸駅（小田急線でなく）改札口登戸駅（小田急線でなく）改札口登戸駅（小田急線でなく）改札口    

＊＊＊＊    散策コース：歩程散策コース：歩程散策コース：歩程散策コース：歩程    約６キロ約６キロ約６キロ約６キロ    

＊＊＊＊    解解解解        散散散散    ：：：：    田園都市線・南武線田園都市線・南武線田園都市線・南武線田園都市線・南武線    ((((武蔵武蔵武蔵武蔵))))溝の口駅溝の口駅溝の口駅溝の口駅))))    15151515時時時時        

＊＊＊＊    天天天天            候候候候    ：：：：    午後から小雨は決行（午前小雨は中止）。午後から小雨は決行（午前小雨は中止）。午後から小雨は決行（午前小雨は中止）。午後から小雨は決行（午前小雨は中止）。    

雨天の場合、翌雨天の場合、翌雨天の場合、翌雨天の場合、翌 31313131日（日）に変更。日（日）に変更。日（日）に変更。日（日）に変更。連絡先：連絡先：連絡先：連絡先：090090090090－－－－6044604460446044－－－－7275  7275  7275  7275  白石白石白石白石        

＊＊＊＊    登戸駅登戸駅登戸駅登戸駅    →→→→    多摩川宿河原・二ヶ領宿河原堰多摩川宿河原・二ヶ領宿河原堰多摩川宿河原・二ヶ領宿河原堰多摩川宿河原・二ヶ領宿河原堰    →→→→    二ヶ領せせらぎ館二ヶ領せせらぎ館二ヶ領せせらぎ館二ヶ領せせらぎ館    →→→→    二ヶ領用水桜並木二ヶ領用水桜並木二ヶ領用水桜並木二ヶ領用水桜並木    →→→→    南南南南

武線武線武線武線    →→→→    八幡下橋（八幡下圦樋跡）→八幡下橋（八幡下圦樋跡）→八幡下橋（八幡下圦樋跡）→八幡下橋（八幡下圦樋跡）→    川崎市緑化センター・昼食川崎市緑化センター・昼食川崎市緑化センター・昼食川崎市緑化センター・昼食((((ＷＣＷＣＷＣＷＣ) ) ) ) →→→→    東名高速道路東名高速道路東名高速道路東名高速道路    →→→→    落合・落合・落合・落合・

上河原堰二ヶ領用水用水合流口上河原堰二ヶ領用水用水合流口上河原堰二ヶ領用水用水合流口上河原堰二ヶ領用水用水合流口    →→→→    堰前橋（久地の横土手跡）堰前橋（久地の横土手跡）堰前橋（久地の横土手跡）堰前橋（久地の横土手跡）    →→→→    府中街道府中街道府中街道府中街道    →→→→    久地分量樋跡久地分量樋跡久地分量樋跡久地分量樋跡    →→→→    

新平瀬川新平瀬川新平瀬川新平瀬川    →→→→    久地円筒分水久地円筒分水久地円筒分水久地円筒分水    →→→→    国道国道国道国道 246246246246号線号線号線号線    →（武蔵）溝の口駅→（武蔵）溝の口駅→（武蔵）溝の口駅→（武蔵）溝の口駅      

  

    

（春の都市河川・桜ウォーク（春の都市河川・桜ウォーク（春の都市河川・桜ウォーク（春の都市河川・桜ウォーク！！！！））））    
    

二ケ領用水中流二ケ領用水中流二ケ領用水中流二ケ領用水中流ウォーウォーウォーウォーキングのお誘いキングのお誘いキングのお誘いキングのお誘い（（（（2012012012019999////3333////30303030））））    
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（編集後記）-------------------------------------------------------------------------- 

  元号が平成から変わろうとしています。小学校の呑川学習が２校増えて、子供たちに呑川を 

 見てもらう機会ができたことはたいへんうれしいことです。もっと良い環境をつくっていかなけ

ればなりません。呑川グランドデザインも一区切りつき、みなさんに特集号を届けることができ

ました。今期活動に携わったみなさん、お疲れ様でした。       （内村 博明 記） 

「「「「松仙小・松仙小・松仙小・松仙小・呑川呑川呑川呑川学習発表会学習発表会学習発表会学習発表会」」」」    

2012012012019999////3333////9999（（（（土土土土））））9999：：：：22220000～～～～11110000：：：：10101010    

松仙小松仙小松仙小松仙小3333年年年年1111組教室にて組教室にて組教室にて組教室にて    

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

*松仙小の「学校公開日」です。 

他校は4年生でしたので、3年生によ

る呑川発表は初めてです。 

「「「「水門めぐり」（前編）水門めぐり」（前編）水門めぐり」（前編）水門めぐり」（前編）    

2012012012019999////3333////18181818（（（（月月月月））））11110000：：：：00000000～～～～    

京急「大森町」駅京急「大森町」駅京急「大森町」駅京急「大森町」駅    改札集合改札集合改札集合改札集合 

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

*呑川河口周辺「4水門」の内、「貴船

堀水門」・「呑川水門」訪問。（雨天時

は3/21に延期） 

「呑川「呑川「呑川「呑川ネットネットネットネット・・・・3333月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2012012012019999////3333////19191919（（（（火火火火））））11110000：：：：00000000～～～～    

「「「「生活センター」生活センター」生活センター」生活センター」GrGrGrGr活動室活動室活動室活動室    

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

「「「「水道民営化・学習会」水道民営化・学習会」水道民営化・学習会」水道民営化・学習会」    

2012012012019999////3333////20202020（（（（水水水水））））11113333：：：：33330000～～～～    

「「「「生活センター」講座室生活センター」講座室生活センター」講座室生活センター」講座室 

「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・3333月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2012012012019999////3333////22222222（（（（金金金金））））13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030    

「「「「ふれあいはすぬまふれあいはすぬまふれあいはすぬまふれあいはすぬま」」」」    

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

「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・4444月月月月総会総会総会総会」」」」    

2012012012019999////4444////27272727（（（（土土土土））））13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030    

「「「「蒲田小学校」会議室蒲田小学校」会議室蒲田小学校」会議室蒲田小学校」会議室 

「「「「二ヶ領用水ウォーク二ヶ領用水ウォーク二ヶ領用水ウォーク二ヶ領用水ウォーク」」」」    

2012012012019999////3333////30303030（（（（土土土土））））11110000：：：：00000000～～～～    

JRJRJRJR「「「「登戸」駅改札集合登戸」駅改札集合登戸」駅改札集合登戸」駅改札集合    

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

恒例「春の都市河川ウォーク」です。

雨天時は3/31（日）に 

延期実施。 

「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・5555月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2012012012019999////5555////16161616（（（（木木木木））））13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030    

「「「「ふれあいはすぬまふれあいはすぬまふれあいはすぬまふれあいはすぬま」」」」    

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

*この他に、5月からは各小学校の「呑

川学習」「呑川ウォーク」が連続して

行われる予定です。 


