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 記記記記    ：：：：    高橋高橋高橋高橋    光夫光夫光夫光夫        

 

(**** 総会と5月定例会で決まったことを報告します。） 

1111））））過去最高の出席者で、活気のある総会になりました。過去最高の出席者で、活気のある総会になりました。過去最高の出席者で、活気のある総会になりました。過去最高の出席者で、活気のある総会になりました。    

「呑川の会」の会員数は70名前後にもかかわらず、最近の「総会」「定例会」の出席者は20名前後にとどま

っていました。近年、会の活動はますます活発になり、小学校の「呑川学習」や「鯉のぼり」など、大勢の

参加が必要になるだけで無く、活動日が連日になる事も多くなってきました。そういう活動の活発化が背景

にあるのか、新会員の小野沢さん含め今回の総会は30名近い方が顔を見せてくださり、うれしいかぎりです。 

2222））））新しい世話人と役割が新しい世話人と役割が新しい世話人と役割が新しい世話人と役割が決まりました。決まりました。決まりました。決まりました。    

（世話人）（世話人）（世話人）（世話人）従来、お仕事をお持ちの方など、実際には会議の出席や役割分担が難しい方も「世話人」を無理

にお願いして来ました。今回は、実際に日常的な役割分担が可能な方に絞りました。 

以下12名です。（小熊・安岡・内村・橋本・菊池・古海・工藤・南・菱沼・福井・白石・髙橋） 

また過重な負担を避け、しかもスムースな会の運営を進めるため、「事務局体制

の強化」を検討することになりました。 

（役割分担の一部変更）（役割分担の一部変更）（役割分担の一部変更）（役割分担の一部変更）    

都合により「会計係」と「ホームページ担当」が変更になりました。 

また佐久間さんに「会報編集」に加わっていただく事になりました。 

（代表）高橋光 （副代表）白石 （対外折衝）南 

（会計・名簿管理）橋本 （会計監査）南 （HP担当）内村 

（会報編集）白石・福井・工藤・安岡・菊池・内村・橋本・青木・佐久間・菱沼（宛名印刷） 

（「新版・呑川は流れる」編集委員）工藤・福井・首藤・白石・菱沼・高橋光 

その他、定例会・総会等の「会場確保」、「小学校呑川学習」、「呑川連続講座」、「都市河川ウォーク」、「各種

展示会」「呑川ネット事務局担当」・・など多くの方が役割を分担しあいます。 

3333）「）「）「）「定例行事」の他に、昨年からの「新企画行事」も引き続き行われます定例行事」の他に、昨年からの「新企画行事」も引き続き行われます定例行事」の他に、昨年からの「新企画行事」も引き続き行われます定例行事」の他に、昨年からの「新企画行事」も引き続き行われます。。。。    

「春・秋の都市河川ウォーク」や「小学校呑川学習支援」「池上鯉のぼり大会」など従来からの行事に加え、

昨年から始まった「水門ウォーク」「水門ウォーク」「水門ウォーク」「水門ウォーク」や「呑川全域ウォーク」「呑川全域ウォーク」「呑川全域ウォーク」「呑川全域ウォーク」など新企画の行事にも取り組みます。とりわけ

「新入会」の会員が増えていることも考慮し、定例会時に行う「ミニ学習」も強化したいと思います。小さ

な事でもふるって報告や発表し合いましょう。 

のののの    みみみみ    がががが    わわわわ    

（呑川（呑川（呑川（呑川の会の会の会の会    総会報告）総会報告）総会報告）総会報告）    ----    2222019019019019 年年年年 4444 月月月月 22227777 日日日日    ----    

――――    新会員を迎えて、近年最高の参加者（新会員を迎えて、近年最高の参加者（新会員を迎えて、近年最高の参加者（新会員を迎えて、近年最高の参加者（29292929 名）でにぎわう名）でにぎわう名）でにぎわう名）でにぎわう    ―――― 

2012012012019999年年年年    6666月月月月    5555日発行日発行日発行日発行（通（通（通（通    算算算算    第第第第９９９９７７７７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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文責文責文責文責    ：：：：    福井福井福井福井        甫甫甫甫    

    

 近年は呑川沿いの洪水洪水洪水洪水は殆ど聞かない。実際 大田区および東京都建設局河川部のHPで調べると呑川から

溢水（註）で洪水のなったものは1985年7月14日の集中豪雨によるものが最後である（呑川流域河川整備

計画・平成29年5月から）。たしかにその後気象庁のデータによっても世田谷、羽田の観測点で時間降雨50

㎜を超える日は殆どない。 

(註)東京都は洪水を溢水溢水溢水溢水（川からあふれて洪水になった 

もの）と内水内水内水内水（下水道が排水しきれずに溜まったもの、 

又はマンホールから逆に噴出したもの）と区分している 

しかし近年の全国的な集中豪雨発生傾向に鑑み、国と

して新たな浸水予想図の作成の指針をまとめ（2015年7

月）、その指針に基づき東京都は城南河川の浸水予想図

を昨年12月発表、大田区も都の浸水予想図に基づきこの

4月新たに大田区ハザードマップ（風水害編）大田区ハザードマップ（風水害編）大田区ハザードマップ（風水害編）大田区ハザードマップ（風水害編）を発表し

ました。そこでこのたび防災危機管理課を訪問し、大田

区の今後の検討予定項目等もお聞きしたので、その点も

含め新ハザードマップについてご報告いたします。まず

新ハザードマップと旧ハザードマップ との違いですが、

主なことは 

「大田区ハザードマップ（風水害偏）一部抜粋」「大田区ハザードマップ（風水害偏）一部抜粋」「大田区ハザードマップ（風水害偏）一部抜粋」「大田区ハザードマップ（風水害偏）一部抜粋」      

１１１１    前提条件の違い前提条件の違い前提条件の違い前提条件の違い    

旧マップ １時間降雨量 114㎜ 総降水量  589㎜ 

     新マップ   同上   153㎜  同上   690㎜ 

   ただ新マップの想定雨量の降雨確率は、年1/1000です。 

２２２２    浸水深さの深化と浸水表示区分の変更浸水深さの深化と浸水表示区分の変更浸水深さの深化と浸水表示区分の変更浸水深さの深化と浸水表示区分の変更    

  旧マップ 0.5ｍ未満  0.5～1.0ｍ  1.0～2.0ｍ  2.0～5.0ｍ 

  新マップ 0.1～0.5ｍ  0.5～1.0ｍ  1.0～3.0ｍ  3.0～5.0ｍ 5.0ｍ以上 

   つまり５ｍ以上の浸水が想定される地点が生じたことでしょうし、3.0～5.0ｍの深さでも 

  二階の天井近くまで水がきます。 

３３３３    緊急避難場所の変更緊急避難場所の変更緊急避難場所の変更緊急避難場所の変更    

  旧マップでは緊急避難場所だった、次の学校が避難場所でなくなった 

   雪が谷小学校、雪が谷中学、大森第十中学、おなづか小学校、蒲田小学校、東蒲中学 

   大森第一中学 ただ呑川沿いでも石川台中学、池上小学校、池上第二小学校は避難場所です。 

４４４４    浸水継続時間のマップは呑川にはないこと浸水継続時間のマップは呑川にはないこと浸水継続時間のマップは呑川にはないこと浸水継続時間のマップは呑川にはないこと    

    多摩川の氾濫については浸水継続時間のマップがあるが、呑川・内川にはない。 

 国が法律で社会経済への影響が大きくなるとされる河川においては、継続時間のマップの作成を 

義務づけている。呑川はその対象外だが都では呑川の指定についても検討中とのことです。 

新マップで新たに生じた浸水深さが５ｍを超えるのは唯一呑川が新幹線鉄橋をくぐる手前の左岸スポット

です。これは雪谷地区は全体として新幹線の線路が堤防となり洪水が溜まりやすいためですが、しかし５m

新・大田区新・大田区新・大田区新・大田区    ハザードマップ（風水害）についてハザードマップ（風水害）についてハザードマップ（風水害）についてハザードマップ（風水害）について    

       風水害から身を守る！！！風水害から身を守る！！！風水害から身を守る！！！風水害から身を守る！！！    
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を超える地点もほんの小面積なので５ｍを超えると言っても数10cmにもならないだろうとは言え

ます。しかし逆に雪谷地区全体は５ｍ以下でもかなり深くなることは想像されます。 

新幹線下流側は久が原・仲池上地区、池上地区まで雪谷地区ほどではないにしても二階まで浸水

する地域が広がりますが、京浜東北線・東海道線がやなり堤防になりその下流側の洪水の拡がりは

狭まっています。 時間降雨が153㎜で雪が谷地区の一部で浸水深さが５ｍを超える確率は１/1000

ですから、極めて稀の現象でしょう。しかし５ｍになることもあり得るのであり、時間降雨が80

㎜、100㎜となり洪水が発生することはより高い頻度で発生するのですから、住民としてもまず洪

水があることは認識して、降雨・洪水・避難等の情報の収集方法、避難先、避難方法等をあらかじ

め考えておく必要はあるでしょう。 

大田区では、まず第一に各人が自分自身の避難計画とも言うべき「マイ・タイムライン」「マイ・タイムライン」「マイ・タイムライン」「マイ・タイムライン」を作成

することを推奨しています（作成方法は大田区HP等参照）。しかしそれだけでなく寝たきりの病人・

高齢者、一人暮らしのお年寄り、障害者、老々介護者等々いわゆる災害弱者に対する対応をどうす

るか、基本はそれぞれの人・家族が考えることとしても区としてできることはあるのか、その対応

は大田区としても検討しているとのことでしたので待ちましょう。 

 早稲田大や東京大の研究チームが23区内の浸水状況のリアルタイムと20分後の浸水地図をネッ

トに提供できるシステムを開発したと５月20日にテレビ・新聞で報じられましたので、ご存じの方

も多いと思います。また民間の気象会社のデータを活用し避難情報の発令に役立ている鹿児島県の

自治体の例もテレビで報じられています。そのような情報の精度は高くなると同時にきめ細かくも

あるでしょう。しかし区の対策がよくなり、情報の精度があがっても、被害に遭うのは私たち住民

自身なのですから、その自覚をもって考えていきたいものです。                      

 

  

 

記：白石記：白石記：白石記：白石    琇朗琇朗琇朗琇朗 

鯉のぼり大会は、年々明るくにぎやかに呑川を彩るようになり、知名度も増してきたようです。

特に今年は、５月１日・２日の午後に池上特別出張所の大会議室を貸切らしてもらい、１日は池上

小学校・池上第二小学校２年生の手作り鯉のぼり 150匹準備、２日は大人の鯉のぼり 60匹の準備

作業後、５時頃までに呑川の霊山橋から妙見橋間に飾り付けました。 

霊山橋側は池上小学校、妙見橋側は

池上第二小学校、真ん中は大人の鯉の

ぼりです。天候にも恵まれて、展示期

間も 3日早朝から 6日 17時迄、毎日

修理作業はありましたが、多くの人に

喜ばれました。 

Ｊ－ＣＯＭＴＶが池二小の作成授業、

池上出張所の準備作業を収録し、3 日

18 時からの霊山橋での実況ニュース

で報じてくれたのも、一役買ったと思

います。     

                第５回第５回第５回第５回    呑川鯉のぼり大会呑川鯉のぼり大会呑川鯉のぼり大会呑川鯉のぼり大会    

大田区の中心、池上に評判の春の名物となる大田区の中心、池上に評判の春の名物となる大田区の中心、池上に評判の春の名物となる大田区の中心、池上に評判の春の名物となる！！！！ 
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   記記記記    ：：：：    菱沼菱沼菱沼菱沼    公平公平公平公平    

 

 3月18日（月）10時、京急大森町駅前

に集合し、小熊さんの案内でウォークが始

まった。現在の内川内川内川内川は駅のずっと北側を流

れているが、昔の内川はこのウォークの始

まる駅前商店街すぐ北側を流れていたとい

う話から始まり、この大森一帯は「浅草海

苔」の生産地であった。海の汚れ、埋め立

て、運河による浚渫などにより海苔漁業が

困難になり昭和 37（1962）年に漁業権を

放棄し、翌昭和 38年 3月で海苔漁業は終

了した。海苔漁業終焉に関するモニュメントが大森東児童館や貴船神社に残されている。「水止踊」

で有名な権正寺、貴船神社を見て貴船堀跡に出た。かなりの部分が公園となっている。この貴船堀

も大森海苔の重要な基地であった。海苔船などの和船を作る船大工もいて進水式には大変にぎわっ

たそうです。 

 残されていた貴船堀貴船堀貴船堀貴船堀は一部埋め立てられ両側の護岸

はコンクリートに整備され、引き続き船の係留場になっ

ている。この貴船水門貴船水門貴船水門貴船水門の北側には大田区が整備した「ふ

るさとの浜辺公園」が広がり、その先には内川の河口が

あり、内川水門内川水門内川水門内川水門が見える。その先には「大森海苔のふる

さと館」がある。京浜運河を南に歩くと大森東と昭和島

を結ぶ「避難橋（見晴橋）」が見えてくる。その先が呑呑呑呑

川水門川水門川水門川水門である。この見晴橋は現在放映されているテレビ

ドラマに登場している。 

 呑川水門は旧呑川の河口にある水門である。旧呑川は

ほとんど埋め立てられ、水門付近の一部が船の係留場と

して残されている。この呑川水門は水門の中を通り対岸

に渡ることができる。埋め立てられた旧呑川は緑道とし

て整備されており、桜の時期はきれいだと思われる。内川橋、川下橋は残されており、橋の下が通

れるようになっている。清水橋の下流、東蒲中学校の中で新呑川と別れていた。途中 12 時を過ぎ

たが、食事をする良い場所がないので解散場所の京急蒲田駅まで行き、有志でPIOの食堂で遅い昼

食をとり、歓談して解散した。 

貴船貴船貴船貴船水門水門水門水門        ・・・・    呑川呑川呑川呑川水門水門水門水門    

旧呑川緑道ウォーク（旧呑川緑道ウォーク（旧呑川緑道ウォーク（旧呑川緑道ウォーク（2012012012019999////3333/18/18/18/18））））    
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記：内村記：内村記：内村記：内村    博明博明博明博明    

３月の晴れた日に二ケ領用水のウォークが開催されま

した。 

二ケ領用水は多摩川の右岸の稲毛領と川崎領の二領

を潤す農業用水路として1611年に開削されました。 

ＪＲ南武線の登戸駅に集合し、宿河原の取水堰に向か

います。ここには二ケ領せせらぎ館があって、用水路

の説明を詳しく受けました。用水路脇の側道を歩くと

両岸に桜が植栽されていて、この日は８分咲きで

しょうか、この桜並木はずっと続いていて花見の

人でいっぱいです。歩道は整備され水はとてもき

れいで市民の憩いの場になっていることがわかり

ます。途中には二ケ領用水宿河原堀を愛する会の

方が、パネル写真展示していて、昔の用水路の話

をしてくれ、そばのテントでは甘酒を振舞ってい

ました。川崎市緑化センターで昼食です。東名高

速道路を過ぎると、上宿河原からの用水路と合流

し川幅が広くなって流れもゆるやかになります。     

南武線久地駅を過ぎると久地円筒分水に到着しま

す。二ケ領用水の水をサイホンの原理で４つの用

水路に分水し、水量をめぐる争いを解決したとい

われています。昭和16年に完成し国登録有形文

化財に指定されていて、水量が変化しても一定の

比率で分水させる当時として大変優れた技術を用

いた設備でした。武蔵溝の口に近くなると、神奈

川県伊勢原市の大山阿夫利神社に通じる大山街道

に出ます。大山街道ふるさと館に寄っていろいろ

な資料展示を見学しました。26名の参加で楽しく

勉強になるウォークでした。 

 予告予告予告予告：「：「：「：「大田区大田区大田区大田区のののの環境月間環境月間環境月間環境月間パネルパネルパネルパネル展示展示展示展示」」」」にににに参加参加参加参加            

来る６月14 日（金）～18 日（火）の５日間、国の環境月間である６月の催しとして、区では大田

区役所本庁舎の１階北ロビー展示コーナーにおいてパネル展示が催されます。 

私達の呑川の会も１パネル分ですが、活動風景を中心に写真・資料の展示で参加いたします。用事

でお越しの際はお立ち寄りください。 

（都市河川ウォー（都市河川ウォー（都市河川ウォー（都市河川ウォーク）ク）ク）ク）    

二ケ領用水ウォーク（二ケ領用水ウォーク（二ケ領用水ウォーク（二ケ領用水ウォーク（2012012012019999////3333////30303030））））    
――――    川崎地域の農業を支えた用水路川崎地域の農業を支えた用水路川崎地域の農業を支えた用水路川崎地域の農業を支えた用水路    ――――    

【宿【宿【宿【宿河河河河原取水堰】原取水堰】原取水堰】原取水堰】    

【二ケ領用水路と桜並木】【二ケ領用水路と桜並木】【二ケ領用水路と桜並木】【二ケ領用水路と桜並木】    

【久地円筒分水】【久地円筒分水】【久地円筒分水】【久地円筒分水】 



6666    
 

                                                                                                

    記記記記：古海：古海：古海：古海    信雄信雄信雄信雄    

例年実施している久原小学校４年生『呑川ウォーキング探索』を今年は天気が不順で前日まで心

配でしたが、５月５月５月５月 20202020日（月）日（月）日（月）日（月）はまあまあの天気で児童131名の大人数で無事スタート出来ました。 

当初の計画では、顔を見ながら説明出来る一班10～13名で10班に分けたいと予定しました。呑

川の会からは１班２名体制の案内者で 20 人が理想的で

すが、参加できるのは 18 名でした。よって８班体制に

して１班16～17名となってしまいましたが、主事さん、

多くの保護者の方が交通安全の見守りのため付き添って

頂き、感謝申し上げます。 

先生との打ち合わせで、「本年は例年とは変え、吞川ウ

ォーキング探索の事前の授業は行わず、まず吞川を探索

し、自ら気づいたことや疑問に思ったことを記録するようにしたい。勿論その時質問しても良いが、

後日 質問を受ける授業日を設定したい」ということでした。この方法がとても素晴らしいと同感し

ました。吞川の様子をまず自分の目で“観察”し、自ら気づいたことや疑問に思ったことを記録す

るというまさに『気付の学習』だからです。事前に説明を聞いてしまうと『観察』ではなく『見学』

になってしまう恐れもあります。『気付の学習』で学んだ子が呑川ファンになってくれると思います。 

出発にあたり生徒には「これから呑川探検（探索と言わずわざと探検と言いました）に行きます。

探検だから自分で発見するのだよ！また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」

と話しました。そうは言いながら最初に「学校の門に掲示されている『久原小学校『久原小学校『久原小学校『久原小学校    海抜海抜海抜海抜16.16.16.16.８ｍ』８ｍ』８ｍ』８ｍ』

を憶えておくように。途中海抜 何ｍというサイン（看板）があるからそれを見てね」と話しをし

て出発。 

『呑川ウォーキング探索』のスケジュールは学校発 8:30、池上会館 9:30～10：00 の間でトイレ休

憩後出発、蒲田駅到着11:25 までに到着厳守、蒲田駅出発11:35、学校着12:00 という３時間半の

行程でした。 

久原小学校学校の生徒でいつも感心することは、交通ルールを守って歩くこと、また呑川に着く

迄ほとんどしゃべらない。「大声で話すと近所の方に迷惑をかけるから」とマナーもわきまえている

という点です。長栄橋に着くと生徒は自ら観察し、どんどん質問してきました。途中「上流はどっ

ち？下流はどっち」、「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くとい

いよ」。等説明すると熱心にメモを取っていました。普通、川は蛇行しているのにまっすぐになって

いる。（昔の呑川の写真で違いを見せる）川の流れが速い所、遅い所がある。川幅も途中で変わり、

狭い所は流れが速い。久が原と池上あたりでは川の匂いが違う（汽水域）。等自分たちで気付く。「橋

の側にある青色の管、緑の管は？」と質問してきた。（青色は水道管と緑色はガス管）久が原あたり

の川と蒲田付近の川のゴミの量の違いも発見。橋の名前を熱心に調べる子、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も観察しメモしていました。それと何といって

も生き物をよく見つけ、亀、鯉、ボラ、コサギ発見。セキレイもカルガモも発見。カワウがもぐっ

ている。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）等よく発見する。桜並木は涼しい、花壇等花がきれいに咲いていると気分が良い、散歩し

たくなるという子もいました。それと蒲田駅付近のゴミをせき止めるオイルフェンス、ジェットス

久久久久    原原原原    小小小小    学学学学    校校校校    

呑川ウォーキング探索呑川ウォーキング探索呑川ウォーキング探索呑川ウォーキング探索    （（（（2012012012019999/5/2/5/2/5/2/5/20000））））    
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トリーマーなどには興味を持った子もおり、例えば「スカムの成分は？」「ゴミはどんなものが多い

ですか？どのくらいの量ですか？」等。即答できないこともあり、後日の事後授業の質問タイムで

回答しますと言う。 

蒲田駅に予定通り到着し全員電車に乗りました。ここで又々感心することがありました。電車は

座れたのですが、他のお客様がくるとすぐ席を譲っていました。それと自分達のリュックは背中で

なく、胸でしょっていました。最後、久が原駅から学校まで歩き、多少疲れたと思いますが、予定

通り帰校しました。例年、生徒さんと一緒に『給食』をごちそうになるのですが、午後別の用事が

ある人が多く、今回はお断りしました。来年は是非昔懐かしい給食を頂きたいです。 

 

 

 記：古海記：古海記：古海記：古海    信雄信雄信雄信雄    

 

雪谷小学校からの依頼により、『呑川ウォーキング探索』を、今年も ５月22日（水）に実施しま

した。３年生 ４組139名の大人数でした。１組 のクラスをA～C班の３班に分け、保護者４名の

付き添い、杉の子さんもこの班に入りました。２組 のクラスを A,Bの２班に分け保護者４名、３

組 のクラスをÅ～Cの３班に分け保護者７名、４組のクラスは A,Bの２班に分け保護者２名とい

う班割となりました。全部で 10 班。いつも多くの保護者の方に参加頂き、交通安全に注力頂き、

大変感謝しております。呑川の会からは17 名が参加し、各々の班に分かれ説明しました。 

先生との事前に打ち合わせで、本年度は 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』『呑川』『呑川』『呑川』を観察し、色々なことを自ら発見してほしいという主旨で探索しましょうということにな

りました。普段生徒は呑川が学校のすぐ側を流れているので、呑川をよく見ていると思います。し

かし今回は自分たち自ら何かを発見しようという、『気付の学習』を経験してもらうことにしたので

す。とは言え３年生ですし、今回呑川を上流から下流まで探索するわけでもないので、事前に吞川

の全体というか歴史的なことと、子供たちが興味をもつであろう生き物について「事前授業」をや

りました。 

５月９日（木）５月９日（木）５月９日（木）５月９日（木）11：30～12：15体育館に全員約 140名集まってもらい、最初の 15分位で呑川

の歴史的なもの、後半に生き物について説明しました。お二人とも子供たちにわかりやすいように

やさしく説明。だからだと思うのですが、メモをよくとる子が多かったです。A4 用紙２～３枚書

く生徒がいました。 

さて本番は天気の良い５月５月５月５月 22222222 日（水）日（水）日（水）日（水）10：25 学校を出発しました。何しろ大人数なので、自己

紹介の名前だけの挨拶をして順次スタートしました。正門を出て酉の橋に向かい、右折しました。

地域住民にとって春の桜の季節には最高の風景、雪谷小学校の桜並木の下に来たらある子が「涼し

い」と言いました。これこそ『気付きの学習』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。花壇や花が咲いていることも楽しい気持ちになります。その後も子供達はいろいろ

発見し、競うように手をあげ発表し、また質問したりもしました。「いつも呑川を見ていたが、今日

はいろいろなものを発見した」と得意げに言ってきます。これが大事なことだと思います。将来呑

川ファンが多くなることが期待できます。 

「なんで呑川というの？名前の由来は？」、「この川はコンクリートで出来ていて、深く、まっすぐ

になっていますが昔からこういう川だったのですか？」などの質問があり、この質問には「君はと

雪雪雪雪    谷谷谷谷    小小小小    学学学学    校校校校    

呑川呑川呑川呑川ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング探索探索探索探索    （（（（2012012012019999/5/22/5/22/5/22/5/22））））    
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ても良いことに気が付いた。この川は自然な川でなく、人間が造った川なんだよ。普通、自然の川

は蛇行しているよね」と回答。そして昔の呑川の写真（水の深さは約30ｃｍ、護岸は土、柵もない）

を見せ、呑川も昔は自然の川であったことを説明。すると「何で変えてしまったの？」。「この川は

昔大雨が降ると洪水（子供たちは実際どういうものかわからないので写真を見せた）が多くあり、

家が浸水してしまったのだよ！それを防ぐため川を造り変え、まっすぐにして深く掘り、また川幅

を拡げ、コンクリートの護岸にして、洪水が起こりにくくなったのです」と回答。それと洪水対策

で効果があったものの一つが『中原幹線』『中原幹線』『中原幹線』『中原幹線』であることも驚いて、大雨があった時の中原幹線の写真

にもビックリしていました。   

子供たちが良く発見したのはやはり生き物でした。

コサギ、セキレイ等を発見。亀、トンボ、蝶等もい

ました。この探索で初めて、ある生徒が泳いでいる

「カニ」を発見、また別の生徒がフェンスの金網に

クモの巣が多くあることを発見、「ユスリカが多くい

るので、クモも餌をとる為ここに巣を作るのだね！」

と話しました。子供たちはユスリカがたくさんいる

ことを知っていましたが、「ユスリカが多くいるのは

本当にいやだ」とも言います。しかし「この虫があるから鳥やトンボがくるのでは！」というと「な

るほどユスリカ少し我慢しようかな！」。その他、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。最後学校に戻る途中山下橋のところで川沿いを離れ、右に折れ「昔、この道を通っ

て、吞川が流れ、そして学校の運動場を通って流れていたのだよ！川はまっすぐでなく、曲がって

いたのだよ。」と今の呑川の流れと昔の呑川の流れ地図を見せながら説明。子供たちは又々びっくり。 

 12：00学校に帰って、子供達に感想を聞くと「呑川でいろんなことを知りました」と話してくれ

ました。この言葉を聞くと私達も大満足でした。それと給食のお誘いを頂いたのですが、午後から

用事がある人が多く今回はお断りしました。来年は是非子供さんと一緒に給食をごちそうになりな

がら話しをしたいです。  

                  

記記記記 ： 安岡安岡安岡安岡    達郎達郎達郎達郎    

5月14日（火）と5月30日（木）に、おなづか小学校の4年生2

クラス58人を対象に、呑川に関する授業のサポートを行いました。 

１）１）１）１）5555月月月月 14141414日日日日、体育館で呑川に関する基礎知識をお話する「事前授

業」を行いました。１校時(45分)「呑川の概要と歴史」（講師 白石） 

２校時  「呑川の生き物と水質」（講師 高橋）          

講義の後に、呑川に関する写真パネルを見ながら、子供たちは熱心  

に呑川の会のメンバーに質問をしていました。                                                                    

２）２）２）２）5555月月月月 30303030日日日日は呑川ウォーキングを行いました。池上線で池上駅から御嶽山駅まで移動して、東調

布公園で開始の挨拶。ウォーキング出発です。8つの班に分かれて、12名の会のメンバーがガイド

をしました。校長先生、担任の先生、保護者の方も30度近い気温の中、一緒に歩いて頂きました。 

おなづか小学校    

授業サポート報告   ５月１４日・３０日    
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 子供たちは、普段は見る機会の少ない川の清掃作業や、コサギ、

カワウ、カルガモ、ミシ

シッピーアカミミガメな

どを観察し、12時過ぎに

学校に到着。そのあと、

子供たちと一緒に、お話

をしながら給食をいただき、楽しいひと時を過ごしました。 

 後日、授業で子供たちが、呑川について調べたことを発表します。呑川の会のメンバーも参観さ

せていただきます。                                                                                                                                                                                                                                

校長先生、副校長先生、石川先生、勝又先生、ウォークをサポートしていただいた保護者の方々、

ありがとうございました。  

 

 

 

    

＜＜＜＜2018201820182018年年年年 4444月入会された月入会された月入会された月入会された「「「「佐久間ちかし佐久間ちかし佐久間ちかし佐久間ちかし」」」」さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞    

私、生まれも育ちも東京大田区です。親の代より久が原に住んでおります。呑川は子供の頃から知

っておりますが、特別に意識したことはありませんでした、ただ台風や大雨の時、親や隣近所の大

人たちが心配そうに空を見上げていた姿や、洪水となり浸水した家々で困り果てた人々の姿、その

一方で破材や丸太で筏を作り子供どころか大人までもが、何処へ行くのかそれに乗ってはしゃいで

いた姿を朧気ながら覚えています。その程度の記憶しか有りませんでしたが、先日、池上文化セン

ターで何気なく手に取った「郷土の川、呑川の今昔、未来」の講座に参加して、これ程までに、こ

の川に入れ込んだ人が居るのかと驚いた次第です。すぐ近にありながら何も知らずに過ごしてきま

した。今更と言われるかもしれませんが、知りたいです。川の事を。 

川男(カワオトコ)と川女(カワジョ) たち 川に魅せられ 川を愛し 川と共に生きる 

川に寄り添い そして見守り 育てる川男 川女たち災害、(大雨 洪水)を心配し、 

川の変化に心を配り川に来る生き物たちの成長と生態を楽しみ 

川を彩る草木により 季節の移り変わりを感じて、心豊かな時を過ごし 

人生の そして 明日への糧にしているのです。 

この会に集う人達がこの川に心を寄せる姿を見て、この様に感じました。今後、皆様の仲間に入れ

ていただきますが、よろしくお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

     ＜＜＜＜2018201820182018年年年年 4444月入会された月入会された月入会された月入会された「「「「村尾村尾村尾村尾    充洋充洋充洋充洋」」」」さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞さんの自己紹介です＞    

2018 年春の呑川講座を受講したのがきっかけで、2018 年４月に入会させて頂きました。 

池上から蒲田にかけての呑川は、水量の変化や方向が不思議な川だと思っていましたが、入会後の

定例会での「ミニ学習」などを通じて少しずつ理解が進んできました。また、呑川の歴史や生き物につい

ても興味が尽きないところです。入会してから初めて、水の流入口である工大橋（緑ヶ丘）から河口までを

散策し、ようやく全体を理解する入口に立ったように思います。お役に立つレベルにはなかなか至りませ

んが、これからもよろしくお願い致します 

 

            「よろしく願いします」「よろしく願いします」「よろしく願いします」「よろしく願いします」        新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介    
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「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・8888月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2019/8/172019/8/172019/8/172019/8/17（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    

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

*「お盆休み」明けですが、9月から

「馬込図書館・呑川講座」が始まる

ので直前確認です。 

「呑川の会」当面の活動日程「呑川の会」当面の活動日程「呑川の会」当面の活動日程「呑川の会」当面の活動日程        

 

 

「「「「    編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    」」」」                   

令和元年1号の編集がやっとまとまりました。今年も呑川にはカルガモのヒナカルガモのヒナカルガモのヒナカルガモのヒナがやってきてくれま

した。丁度、久が原小学校のウォークの途中で、皆様に見ていただきヒナを確認することが出来ま

した。５羽のヒナはカルガモの親に続き水面から上がっていましたが、1 羽が直ぐ上がれず何度も

挑戦する姿に皆感動されたようでした。渡鳥（冬鳥）は北に帰ってしまいましたが呑川には多くの

生物がこれからも日常的に関心を持てば新しい発見と感動が得られると思います。 

橋本橋本橋本橋本        文文文文 

「呑川ネット・「呑川ネット・「呑川ネット・「呑川ネット・6666月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2019/6/132019/6/132019/6/132019/6/13（木）（木）（木）（木）10101010：：：：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    

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

「大田区との意見交換会」を 

直前に控えて・・・ 

「大田区環境月間パネル展」「大田区環境月間パネル展」「大田区環境月間パネル展」「大田区環境月間パネル展」    

2019/6/142019/6/142019/6/142019/6/14～～～～6/186/186/186/18    

「大田区役所・本庁舎」「大田区役所・本庁舎」「大田区役所・本庁舎」「大田区役所・本庁舎」    

1111階ロビー階ロビー階ロビー階ロビー    

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

「呑川の会」も初めて出展。 

どうぞお越しください。 

「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・6666月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2019/6/152019/6/152019/6/152019/6/15（木）（木）（木）（木）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    

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

*呑川講座のテーマ別チームに依っ

ては、定例会直前に、メンバー会議

が行われます。 

「大田区との意見交換会」「大田区との意見交換会」「大田区との意見交換会」「大田区との意見交換会」    

2019/7/32019/7/32019/7/32019/7/3（水）（水）（水）（水）10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

「生活センター」第「生活センター」第「生活センター」第「生活センター」第6666集会室集会室集会室集会室    

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

「呑川ネット」担当。 

今年度の初回開催です。 

主に「水質」が中心課題です。 

「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・「呑川の会・7777月定例会」月定例会」月定例会」月定例会」    

2019/7/182019/7/182019/7/182019/7/18（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」」」」    

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

*「ミニ学習」の時間に、「呑川の流

れ」を予定しています。 

（午前中は定例世話人会です） 

 


