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記：佐久間 ちかし 

 

令和元年 9 月 21 日～10月 26日の毎週土曜日、14時～16時半まで、5週連続で講座と呑川中流ウ

ォークを開催しました。講座は 5回とも盛会のうちに終了しましたが、台風の余波で中流ウォーク

は残念ですが中止となりました。 

開催場所の馬込図書館は呑川とは若干離れておりますが、多方面からの多くの参加者がありました。

会場は比較的広く定員50名を超える申し込みがあり、下記の通り数多くの皆様が参加されました。 

 

「参加総数 236名」「一般参加者 157名」「呑川の会 79 名」「アンケート回答 124名」 

 

参加者からは多くの質問も

出ましたが、各担当者の丁

寧な受け答えに納得された

ようです。また「生き物の

回」の「カワセミの子育て」

の話では厳しい自然界の生

存競争に打ち勝つための、

親鳥が心を鬼にして子育て

をする光景に会場の皆さん

方から、厳しい場面が終わ

ると同時に「ほっ」とした

雰囲気と拍手が湧き起こり

ました。 そして洪水や水

質のテーマでは身近に感じ

る話題なのか、なんとも真

剣な表情が印象的でした。 

の み が わ 

  2019年度呑川講座  ― 馬込図書館 3階 
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    －アンケートの一部を掲載－ 

１． 非常に詳しい講座で、あっという間の時間だった。 

参加の方も詳しい方が多いようで驚いた。 

２． 有意義なセミナーだった。ご尽力深くお礼申し上げます。 

講義内容で昔の風景が蘇りました。 

３． 呑川、内川の詳細な水路まで調査されていて大変よくわ

かった。このような記録を残すことは大変大事だと思う。 

防災にも役立つのではないか、ご高齢な方の説明、大変

だったと思います。 

４． 呑川の源流、支流がこんなに多くあったことを初めて知

り、楽しっかった。 

５． 昔の江戸から東京への時代の流れともに、川の移りかわ

りも大変な時代を生きて来たことがわかり、感激した。 

講演終了後インターネット上の掲載記事を見ると早々に「木村邦彦さん」という方のレポートが載

せられており、「故郷の名取川を思い出す、その中で歴史、源流支流について解説者の幅広い知識研

究を興味深く聞きました」とあり「馬込生まれの大田区育ち」「内川」では、「90歳代の寄立美江子

さんの旧・内川を巡る報告で、周りに水を振りまきながら流れ、桜の木を育て東京湾に注いで終わ

る大田区の愛すべき川だった」と述べ、「まさしく郷土愛を感じさせるものでした」と書いてありま

した。 私も昨年度の入会で講座の聴講も初めてでしたが、自身の感想としては、今回のテーマは

身近に感じるものが多く、昔懐かしい歴史、そして、今まさに直面している地球温暖化による洪水、

河川や海の汚染とそれにかかわる生物、植物など多方面の事を上手く取りまとめて、しかも、比較

的にわかり易く丁寧に説明できていたのが良かったと感じました。 

講演の最初は広かった会場も一杯にな

り椅子を追加するほどになりましたが、

図書館のご協力と会の参加者の積極的

な協力で無事開催する事が出来ました。

馬込図書館の方々には事前の打合せ、

配布資料の印刷や会場の設営、参加者

の案内等こまやかな対応をして頂きま

した。馬込図書館の沼田館長はじめ職

員の方々にご協力を感謝いたします。

ありがとうございました。そして、5

週連続と長期にわたり、又資料の下調

べや編集、現地調査をして発表にこぎ

つけた講師の皆様、会場の設営はじめ

裏方に徹してご協力をいただいた皆様、

本当にご苦労様でした。 

 

記： 菱沼 公平 

               

 

2019年10月14日（月・体育の日）、第2回 

アクティブシニアの集いが開催されました。当

日の展示準備には「六郷用水の会」の一柳さん

他数名が展示作業を手伝ってくれたので、開始

時間前に作業は終わりました（壁が固く作業は

大変でした）。展示場所の関係で、予定より多く

の写真を張ることが出来ました。呑川の会のブ

ースには高橋（恵）さんが担当して対応してく

れました。 

展示出展団体は 15団体、体験出展団体は４団 

 

「第 2回アクティブシニアの集い」に参加して 
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体で、会場のすべての面がほぼいっぱいになりました。ただまだ宣伝等が十分でなく、参加者は出 

展者を合わせても数百名程度と思われます。それでも体験コーナーには多くの方が参加されていま 

した。出展団体の方でも呑川の会を知らない方もおり、写真に興味をもって熱心に話しかけて来ら 

れる方もいらっしゃいました。 

呑川の会の認知度を上げるためにもいろいろな所に積極的に参加する必要があると思います。 

 

 

 

記： 菱沼 公平 

 

 

 10月19日（土）・20日（日）の両日にわたり開催された。19日は馬込図書館との共催による 

「呑川講座」の第 4回目と重なり担

当者の配置が難しい中、南さんがこ

の日1日中対応してくれました。 

 2日目の20日には寄立さん他数名の 

方で対応できました。この日の最大 

の出来事は、写真を見ながら寄立さ 

んと話をしていた介護の仕事をして 

いる2名の方が、呑川の会に入会す 

ると決意され、連絡先を教えていた 

だいたことです。商い観光展に参加 

以来初の出来事で、展示を見に来て 

くれた方に誠意をもって対応するこ 

との大切さを改めて痛感しました。 

 この2階のフロアーには乗り物系の 

ブースが多く、子供たちに人気があり当然ながら親も一緒に来られるし、景品の貰えるクイズラ 

リーもあり 2日間多くの人が訪れ、にぎわい、その一部だとしてもかなりの人々が見てくれるの 

で、終日複数で対応できる体制が必要だと思われます。 

 

 

記： 白石 琇朗 

 

 

 晴天の11月 14日（木）、名ガイド安岡さんの案内で立会川下流の流れをウォークした。品川歴 

史館から歩きだし、坂下の「大井の水神」様でお参りをして、立会道路の緑道を少し歩き、月見 

橋下流でゴムのカーテンから立会川が顔を出す地下水導入部から、河口の勝島運河の「しながわ 

花街道」を散策し、大井町駅まで歩いた。 

立会川は目黒区の碑文谷池・清水池を水源とする 7.4 ㌔の流れでした。昭和 44 年から上流部の

 

「おおた商い観光展２０１９」に参加して  

（呑川ネットメンバー 研修会） 

立 会 川 下 流 部 ウォーク （１１/１４日） 
            ― 呑川より汚なそうな都市河川の実情視察 ― 
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暗渠化が進み立会道路・緑道にな

り、昭和 49 年には大井町駅付近

から下流の月見橋まで遊歩道に改

修された。だが立会川の水量がほ

とんどないため、平成 14 年から

JR 総武トンネル・錦糸町～東京

間で湧出する地下水を取水しパイ

プで導水して、月見橋の下流で

4,500㎥/日を放水している。そこ

から300m位はきれいな水が少し

ずつ流れているが、海水と混じる。  

 

 

 

 

 

第一京浜・立会川橋の上流付近辺りに

くると急に白濁して深くなり、呑川よ

り汚かった。 

京急立会川駅を通り過ぎた次の弁天橋

上流より、河口部にある高濃度酸素溶

解設備から送水管で200m位送られた

高濃度酸素水を吐出しているが、きれ

いになっていなくて、あまり効果がな

いように見えた。  

さて、もうすぐ稼働する呑川の同装置

はどれほどの効果を発揮できるのか、 

期待と不安がよぎる。            
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  ～ 秋の都市河川ウォーク ～ 

渋谷川・古川 ウォーク （１１/３０日）        記：橋本 文興 

― 再開発に取り込まれ、曲がりが多い河川 ― 

 

渋谷川・古川の水源は ①新宿御苑（上の池）②明治神宮（南の池・清正の井）③「春の小川」で 

知られる「河骨川」が支流にある「宇田川」。④青山墓地が水源の笄川（こうがい）をあわせて古川 

と名を変えて麻布、三田、浜松町駅南から東京湾に入る２級河川で全長は 11km。もともと渋谷は 

地名からも類推されるように、高低差が多く、また坂が多い街で、渋谷駅を中心にすり鉢状の地形 

になっている。 平成の時代から 100年に一度とも云われる大規模再開発が進む中に渋谷川も取り 

込まれたが、ようやく最終形態が見られる段階になった。 

秋の都市河川ウォー

クは好天に恵まれ、

23人が参加され、渋

谷駅東口広場（渋谷

スクランブルスクエ

ア）に集合して、稲

荷橋広場から下流に

向かってスタートし

た。 

渋谷川はこの稲荷橋

まで暗渠（下水道）

で先は3面コンクリ

ートの開渠となる。

城南3河川の一つで

ある渋谷川は清流復

活事業として、落合 

水再生センターから下水を高度処理した再生水（2万m3/日）が流されている。再生水は開渠部底 

部（深さ5m位か）のほか左右護岸上部からも放流「壁泉」される仕組みになっているが当日は停 

止していた。少し匂いが感じられた。東横線線路跡地は遊歩道（渋谷リバーストリート）として整 

備され、渋谷川上部は広場を設け、ベンチ・軌道遺構や桜も植えられている。 

また四季を通じて回遊されるお客様が満足されるようにイルミネーション等も設置され、夜も配慮 

されている。 川の流域は全て「淀橋台」台地の属する「下末吉面」と呼ばれる古い段丘が、鹿の 

角状に枝分かれした谷が形作る起伏に富んだ地形で、支流が多くそのような谷から流れ、明治通り 

沿いに下流に進む。 康申橋には橋の供養碑、供養搭があり重要な交通路であったことが伺えた。 

この付近は区画整理の対象にならなかったのか川の蛇行が激しく見られた。恵比寿駅に近い渋谷橋 

は明治期までは街並みが繁華な町場で、渋谷川随一の主要道が架かる大きな橋だったという。 

その下流の「恵比寿東（たこ）公園」桜橋右岸には川面に近づける緩傾斜階段があり、1994年より 

渋谷川ウォーク図 
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地下鉄日比谷線恵比寿駅付近に漏出する地下水（19.9㎥/日）の導水が見え、ゆったりと昼食休憩し 

た。 恵比寿橋と新橋間の左岸に青山学院大学に発するいもり川を合わせていた。 

恵比寿橋は大日本（ヱビス）ビールが私費で造った橋で、山下橋の上流には、明治初期まで「広尾 

水車」があり渋谷川を堰き止め分水して使われていた。明治通りと外苑西通りが交わる天現寺交差 

点（天現寺橋）で渋谷川は名前を変えて古川となり、ゆったりと水深も深くなって流れる。 

天現寺橋真下の暗渠の水路は、南青山・麻布方面一帯の水を集めて流れていた笄川である。これよ 

り狸橋下流は、港区の古川区間は川底に土が露出し、水鳥が見られるなどわずかに自然をとどめる 

が、その大部分を高速道路が川の上を覆っている。古川地下調整池（13.5万m3）は渋谷橋～一之 

橋（3.3km）の間に洪水調整施設が出来ている。 取水施設は養老橋下流と五の橋までの右岸にあ 

り、排水施設は下流の一之橋にある。五の橋の下流右岸に「白金公園親水テラス」があり川面に近 

づけた。ここではカルガモ、ハクセキレイ、アカミミガメがみられた。この辺まで潮が上るのか。 

古川橋下流の二之橋と小山橋間の左岸に「新広尾公園親水テラス」があり、災害用ボート収納箱や

災害対応ベンチがおいてある。尚下流部は将軍綱吉の別荘としての白金御殿を作るときに、船運の

ために江戸期に開削され、元の川筋より北寄りに付け替えられ新堀川と呼ばれた。 

中流域から下流域では今後各種の整備計画が予定されている。主なものは ①潤いと安らぎのある 

都市間の形成 ②親水性の向上 ③護岸法面の緑化 ④川沿いの通路確保等である。 

今年の都市河川ウォークは、古川橋で古川が麻布方面に曲がる地点で終わり、白金高輪駅で解散し 

た。 都市河川ウォークは参加の度に「故郷の川はどうあるべきか」問いかけられる私です。呑川 

も多くの方に関心を持っていただき、将来に残す美しい川にすることに尽力したいと思っています。 

渋谷ストリームから開渠部 稲荷橋右岸 リバーストリート 
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 記：橋本 文興 

 

☆☆☆☆ 呑川沿いにクリスマスチェリーが見られます？ ☆☆☆☆ 

今年もジングルベルの音が聞こえる時期になりました、呑川の側道で冬に見られる草の実（小低木・

冬珊瑚）をご存知でしょうか？ 

名前の由来は、夏から冬にかけて鮮やかな色の実をいっぱいつけるので、その姿を珊瑚に見立てて 

時期と合わせ「フユサンゴ」と名付けられました。実の色の変遷が面白く花（五弁の白い花）が咲 

いた後、緑色の実になりそれが緑→黄色→橙の順で色づく。ある段階では実の色が同居して楽しめ 

ます。実はきれいだが毒があり食用にはなりません。 

ブラジル原産で明治中期に渡来し鑑賞用に庭 

に植えられたのが野生化した。寒さに強い、 

別名タマサンゴ、リュウノタマ、クリスマス 

チェリー（実の径は13mm程度） 

葉は互生し長さ5～10cm披針形または長楕円形 

やや厚く光沢がある。 

常緑低木：高さ1.0～1.5m、 

花期：5～9月、白い花は下向きに開く、花冠は鐘 

形で5深裂する。（ナス科ソラナム属） 

実の鑑賞期間：10月～1月 

花言葉：神秘的、愛情、あどけない、あなた 

を信じる。呑川では上堰橋、御成橋付近で見 

られます。 

小低木であるが園芸上一年草と呼ばれる。        （参考資料：日本の樹木――山と渓谷社） 

                       

  ― 呑川の野草シリーズ ―   
 

          フ ユ サ ン ゴ 

古川地下調整池 取水口 高速道路下 親水テラス 
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     注）定例会場の「ふれあいはすぬま」の案内地図を会員宛てに同封しています。 参照ください。 

                        

                                                         

忘年懇親会のお誘い！           ≪編集後記≫    

    １２月２１日（土）１７時頃～           この秋も連続講座やウォーキングなど 

    蒲田東口区役所前のビル２階          色々忙しいい毎日でした。 

－「さくら水産」にて         来年は「子年」（ネズミ）、 さらにちょこ      

    予約不要、三々五々集合、          ちょこ動きまわり活動を盛り上げたいも         

                                      のです。   

記： 菊池 均          

「呑川の会」当面の活動日程 

 

 

「呑川ネット・12月定例会」 

2019/12/10（金）10：00～12：00 

「消費者生活センター」調理室 

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

*「呑川グランドデザイン」町内会 PR等 

 

 

「呑川の会・12月定例会」 

2019/12/21（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

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

*年末ですので終了後「懇親会」を予定し

ています。ご都合の良い方はぜひ！ 

*（午前中は定例世話人会です） 

 

「呑川の会・1月定例会」 

2020/1/16（木）13：30～16：30 

「ふれあいはすぬま」 

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

*「ミニ学習」の時間に、ぜひ会員の皆さ

まの発表をお待ちしています。 

*（午前中は定例世話人会です） 

 

「呑川ネット・1月定例会」 

2020/1/20（月）10：00～12：00 

「消費者生活センター」講座室 

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

*「大田区との意見交換会」等 

 

「大田区エコフェスタワンダーランド」 

2020/2/16（日）10:00～15:30 

「東六郷小学校」にて 

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

*呑川の会では展示と共に「カワセミペー

パークラフト」「生き物クイズ」などの人

気イベントを行います。 

 

「呑川の会・2月定例会」 

2020/2/15（土）13：30～16：30 

「蒲田小学校」会議室 

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

定例会は偶数月は第 3土曜・蒲田小学校、 

奇数月は第 3木曜・ふれあいはすぬまで 

開催します。 

 

  


