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                                                 記 橋本 文興 

 

☆☆☆「コスモスは秋の花でしょうか」？☆☆☆                      

   

 秋は各地でコスモスの花畑が見ごろとなります。そんなコスモスの中でもオレンジ色や黄色のコスモスを

見かけるようになりました。これは「キバナコスモス」です、学名「コスモス・スルフーシウス」。メキシコ

原産の多年草または1年草で大正初期に渡来し・キク科、開花期は6~10月、草丈1～2m、葉は掌状2~3回

分かれ葉片の幅は広く緑が濃く花弁は８枚です。 

コスモスの名を冠するが「一般的コスモス」とは同属別種にあたり互いを交配することは出来ない。一般

的コスモスは「オオハルシャギク」を指す。秋（短日時植物）に見られる花であるが「キバナコスモス」は

盛夏期にも良く見られます。参考図書によれば耐暑性は極めて強く、日当たり、排水が良い場所なら特別注

意を要さないと記述がありました。呑川では毎年八幡橋の袂や養源寺橋、堤方橋の近くでも良く見られます。

花言葉は「野生美」とか、近くで見かけたら観察してみましょう。＊参考文献：標準原色図鑑全集７園芸植物 保育社 

 

記 ： 安岡 達郎 

 

 今回は馬込図書館で、9月21日（土）～10月26日（土）まで、5回の講座と呑川中流ウォーク

を行います。 

講座は、14時～16時30分の2時間30分で、各回のテーマは、次の通りです。 

の み が わ 

馬込図書館で呑川講座が開催されます！！  
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第1回    9月21日（土） 呑川の概要と源流支流 

第2回    9月28日（土） 呑川で出会える生き物と植物 

第３回   10月 5日（土） 呑川の水環境と洪水 

オプション 10月12日（土） 呑川中流ウォーク 夫婦橋親水公園～長栄橋  

第４回   10月19日（土） 歴史の中の呑川 

第５回   10月26日（土） 呑川の未来は 

今回の講座のチラシは、馬込図書館の沼田館長に、呑川と呑川の会の情報を豊富に取り入れた、す

ばらしいものを作っていただきました。 

 

50人以上収容可能な大きな部屋での講座開催となりますので、会員の方も是非参加してください。  

                

 

  

記： 菊池 均 

 

 大田区との年２回予定の意見交換会の今年度前半回（春期）が去る７月３日に開催されました。 

この会は呑川の会が中心メンバーとして参画する市民団体「呑川流域ネットワーク連絡協議会」の

要請で大田区と「区民のためのきれいな呑川をめざして」、年２回の開催を予定しているものです。 

 今年の前半回は、事前に区長宛ての「質問・要望・提案書」を提出した上、区の部門長以下、関

係する各担当課の職員の出席のもと開催したものです。 議題の中心はやはり、中流域の水質汚染

対策になりますが、呑川が区民の癒しの空間へ少しでも変われるように私達の思いを込めて、景観

等の改善に係わる細かな要望、質問等も毎回行っています。 

今回提示した私達からの質問と区の回答の要旨は以下になります。 

令和元年度－前半回「大田区との意見交換会」実施報告  
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 ＜質問・要望・提案事項＞ 

１． 呑川の浄化計画（「呑川水質浄化対策研究会」）の最新の進捗状況と対策内容について、

昨年から進捗した内容を中心に説明を要請。 

・特に抜本的対策と思われ、現在設計・検討が始まっている「合流改善対策」－貯留施設の整備計

画、今年度より工事が始まる高濃度酸

素水装置設置対策、昨年度より実施の

河床正整工事について等です。 

＜ 回答の留意点＞ ①合流改善の貯留

施設の実施設計に着手中 ②高濃度

酸素水装置の設置工事は事情により

現在中断しているが、秋以降再開の予

定で春までには運転を目指す。 

２． 改めての高濃度酸素水装置の技術的説明を要望 

技術概要について説明をいただいた。    

３． （１）昨年度までの河床整正工事の水質浄化への効果について－（区）特に特筆すべき事

象は把握していない。 

（２）スカム抑制装置の実施検証作業はどうか－（区）継続して実施行く。 

４． 大田区の呑川に関連する予算項目と内容の概要説明 

この内容の内、呑川浚渫工事（実際は犬走り部の清掃作業）の範囲や効果についてと、浮遊ゴミ

収集ネットに集まったスカムの収集除去について議論がなされた。  

５． 今後の側道の緑化工事の方向性と方針及び都との植栽植物についての連携の有無等 

   ＜回答の留意点＞ ①側道の植栽帯の設置は今後も進めるが、沿岸住民からの道路幅員が減少する 

ことについての意見も出ているので調整の必要がある。②植栽としてどの植物を植えるかについ

ては東京都工事であっても相互に情報交換して実施している。 

６．呑川新橋下流地区の係留船沿岸通路の遊歩道化につて 

   ＜回答の留意点＞現状での検討では遊歩道化した場合の増水時の処置や避難などの対策が 

一番の課題としてあり、特に隣接道路がない場所での避難ルートの確保が難しい。 

７．池上地区のユスリカ増加の原因と対策について 

  ＜回答の留意点＞（１）原因については特定できていない。 

     （２）今後のテスト的藻の清掃作業を通じて幼虫の調査等により解明を試みたい。 

 ８．過去の私達の提案事項のその後の取り組み状況について 

  （１）「私達の呑川グランドデザイン」について 

    ＜回答の留意点＞ その内の生き物環境の改善について― 本村橋では魚道を芹が谷橋には橋下

に魚巣空間を設けた。今年度から工事の根方橋は川床に凸凹感を考慮した魚巣空間を設ける計画で

ある。  

但し、リニア新幹線の湧水利用に関しては利用する湧水の漏水がほとんどないと考えている。 

   （２）沿岸防護柵の古い看板類の撤去要請について 

    ＜回答の留意点＞ 21件の特に古い看板の撤去を実施した。今後も継続する。 

  

 ◎概ね以上の内容の質疑や回答になりました。毎回のことですが、この意見交換会を通じて具体的で前向
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きな改善策や動きなどが出て来ることを期待するものですが、長い目での双方の認識の理解の促進を通

じて呑川の環境改善が図られることを期待しています。 

  ここで、今回の８．（２）の様に真摯な区の対応により具体的な成果がさっそく出たことは大変喜ばしい

所でありますし、また８．（１）のリニアトンネル湧水の導入については区の検討姿勢の再考を強く求め

させて頂いたところであります。      以上、 

 

 

記 木下 武雄 

今年の 4月に、呑川の上流の島畑橋の東 200m、東京工業大学石川台キャンパスの西側の個人住居

の敷地にある「石川村郷倉（ごうぐら）」（所在地 石川町1-4-13 鈴木広之氏邸内）を訪ねたので

紹介します。 

 

以下に文化財総覧（大田区教育委員会）

に記載されている説明文を転記します。 

石川村（現在の石川町）の郷倉で、名主

鈴木七郎左衛門（孝右衛門とも称した）家

の敷地の一隅に、村道に面して建てられた

ものである。この郷倉は、幕府の直轄領で

あった石川村の村民が、凶荒時に備えて、

米を拠出して備蓄したもので、名主の管理

のもとに毎年収穫時に新米と入れ替えてい

た。鉄板葺木造平屋建で、間口 2.085m、奥行 1.93m、高さ 2.73m、米は俵に入れないままで、庫

内に納めたようで、100俵（約 6トン）分の米が格納されたといわれている。格納した米の出し入

れは、正面の数枚の横板の操作によって簡便に行うことになっていたが、現在はその一部が改造さ

れている。 

屋根は、もとは草葺であったが、のち、現在のような鉄板葺に葺き替えられた。また、位置も旧

位置から幾分移動されている。 

 郷倉は、江戸時代に年貢米の保管をしたり、飢餓等に備えて、貯穀するために、郷村に設置され

た公共の穀物倉庫であるが、都内では残り少ない伝存例である。 

 

 大田区文化財「石川村郷倉（いしかわむら ごうぐら）」 

2019.4.17 木下武雄 撮影 

2019.4.17 木下武雄 撮影 
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記： 白石 琇朗 

 城南 3 河川の一つの渋谷川（２.６㌔）は、下流は古川（４.４㌔）と名前を変えて、浜松町の東

京湾まで流れています。今回は中流域の渋谷川の流れが顔を出す地点から、渋谷周辺の再開発で見

栄えが良くなったという川の周囲を見ながら古川も歩く楽しいコースです。 

 

＊ 集合日時 ： 11月30日（土）10時 ＪＲ線・渋谷駅 東口改札 

＊ 散策コース：歩程・約５キロ 、渋谷川・古川の見どころを歩く 

＊ 解  散 ： 地下鉄 南北線・三田線 白金高輪駅 15時 

＊ 天   候 ： 昼前のみ小雨または午後から小雨は決行。雨天は翌日曜日に順延  

＊ コ ー ス ： 渋谷駅 → 稲荷橋（開渠）→ 並木橋（高度処理水流入・鎌倉街道）→ 渋谷橋（駒

沢通り）・恵比寿たこ公園

（WC） → 恵比寿橋 

（いもり川）→ 天現寺

橋（笄川合流）→ 白金親

水公園 → 古川橋 → 

白金高輪駅   

 

 

 

 

 

記：白石 琇朗 

会員の和気ご夫妻が７月９日の早

朝散歩の時に、堤方橋と浄国橋間で

鰻が川鵜に捕まり、川鵜が鰻の弱る

まで格闘して、小半時後に弱ってか

ら呑みこむまで、６枚位写真を撮っ

て送って頂きました。浄国橋付近の

川床は砂利なので以前にも鮎が発見

されましたが、５～６０㎝のウナギ

も生息しているとは、新発見です。

それにしてもカワウは高価な土用鰻

を食べ、贅沢で憎らしいですね 

 

 

 秋の都市河川ウォーク！ 

―渋谷川 ウォーキングのお誘いー 

 池上四丁目でウナギとカワウの格闘  
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ホームページの リニューアル ＯＰＥＮ   記 菊池  均 

 

∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈ 

本年 8月～                  

長らくおなじみの呑川の会ホームページを 

・デザインと内容構成などを一新させ、 

新たにＯＰＥＮさせました！  

まだ、内容的に不十分の点も多々ありますが、今後

さらに充実させてイベント情報の確認等、会員の他、

皆さまに愛されるホームページにして行きたいと

願っております。 

まずは、ご一覧ください。    

呑川の会 http://nomigawanokai.net/  で検索ください。 

 

∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈ 

 

http://nomigawanokai.net/
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「呑川の会」当面の活動日程   

 

 

「新・呑川は流れる」編集会議 

2019/9/3（木）13：30～ 

「久が原図書館」 

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

*「呑川の源流と支流」の原稿チェックを予定し

ています。 

 

 

「呑川ネット・9月定例会」 

2019/9/13（金）10：00～12：00 

「消費者生活センター」 

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

*「呑川グランドデザイン」町内会 PR等 

 

 

「呑川の会・9月定例会」 

2019/9/19（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」 

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

*「ミニ学習」の時間に、「呑川の水質対策   

（貯留管）」を予定しています。 

*（午前中は定例世話人会です） 

 

 

「連続 5回・馬込図書館呑川講座」 

2019/9/21（土）初回スタート 

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

*毎週土曜（14：00～16：30）10/26迄 

但し 10/12は呑川中流 WALK（オプション） 

を行います（京急蒲田駅 1階 10時集合） 

申込みは馬込図書館(03-3775-5401)迄 

 

 

「アクティブ・シニアの集い」 

2019/10/14（体育の日）13：00～18：00 

「大田区民ホール・アプリコ展示室」 

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

*ともだちづくり・まちづくり・・・ 

*15：00～早稲田大学大久保教授の「基調講演」

があります。 

 

 

「おおた・商い観光展」 

2019/10/19（土）～10/20（日） 

「ＰＩＯ」（大田区産業プラザ） 

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

*「呑川の会」も毎年出展しています。 

（10/19（土）は「呑川講座」と重なっています

ので現場不在の可能性があります） 
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＜2018年3月に入会された「清 百枝」さんの自己紹介です＞ 

なかなか定例会に出席できずにいる 清 百枝です。 

生物（人間）にとって水が一番重要だと思い、ボランティアで多摩川の水源林の整備をしてきま

した。呑川は多摩川とは直接つながっておりませんが、呑川の水質も少しでも良くしたいと思い、

その為に何ができるのだろうと思いを巡らしている現状です。 

まだまだ学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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

 ＜2019年 6月に入会された「久保 清美 」さんの自己紹介です＞ 

本年6月から入会しました。生まれた時からずっと呑川のそばで育っていきました。 

菖蒲橋から弾正橋の間に住んでいます。水が澄んでいた記憶は、私が蒲田小学校を卒業する昭和 29

年頃までです。それから 60 年以上経過しましたが、なぜきれいにならないのか？なぜ匂いだけで

もきれいにならないのか？と思い続けていました。 

社会環境の変化、人口の増加、生活の変化等々、数え上げれば原因は尽きないのでしょうが。「きれ

いにならない呑川」「臭い呑川」「離れてしまっている住民の心」・・・・。 

ただ、私のようにまだまだ「私はあきらめていません」という住民の方が大勢いらっしゃると信じ

ます。きれいにならない理由を私自身まったくわかっていません。 

これから少しずつ勉強させていただきたいと思っています。よろしくお願い申し上げます。 

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

 

[ 編 集 後 記 ] 

 

 

 

 

   「よろしく願いします」  新入会員の紹介 

9月の会報、ポンコツのパソコンで、なんとか編集しました。(-_-;)汗 

中流域は、水質が悪い印象が強いですが、多様な生物がやってくるエリアでもあります。 

6月1日に池上橋の少し下流で、コサギを撮影しました。 

今年は、ハクセキレイや、コウモリの飛行中の写真を撮りたいと思います。 

いままで、何回か試みましたが、一枚も良い写真がとれていません。（＾ｖ＾） 

 

安岡 達郎 


