呑川の会

いままでの主な活動

（呑川の会９７年度活動）
1997 1997/5/8

呑川の会設立総会 池上会館にて
規約、役員、活動計画決定
1997/5/22 役員会 池上文化センター
ばっ気装置について 呑川情報交流 年間行事計画作成
1997/6/29 呑川改修見学会と学習会
あわせて久が原の湧水見学
東京都第二建設事務所より職員をお呼びして学習
改修箇所の見学
約２０名参加
1997/7/23 役員会 下流のばっ気装置について
大田区と東京都こたいし資料提供を求める「おたずね」を出す
ことにした。
呑川の水質・生物資料および環境改善計画資料の提供につ
いて後日回答がくる。
1997/9/11 役員会 呑川の会の看板について
ユスリカに対する薬剤散布について
内川見学会について
1997/10/24 呑川学習会 養源寺にて １８人参加
副会長より看板のイラスト原案がだされた。
会員より「生命はぐくむ呑川を エスリカ問題から東京の中小河川
の問題と『呑川』の可能性をさぐる」の学習資料が出される。
「呑川の環境を考える会」の会員さんより「夫婦橋公園」が建設さ
れることになったこと、公園づくりについての試案が出された。
1997/11/9 内川見学会 （区の主催講座）会員から５名参加
参加者会員より報告
1997/12/4 役員会 看板の作成について
ユスリカの発生と薬剤散布・藻の除去の件
夫婦橋公園について
大田区都市計画マスタープランへの意見書提出
財政について ニュース作成について
1997/12/20 「呑川の会ニュース」第１号発行

1998 1998/1/9

1998/４月
1998/4/21

呑川の会の看板 池上養源寺に設置が決まったこと、看板原案
について話し合う
事務局で当面対応
「呑川の会ニュース」第２号発行
学習会 「環境ホルモンについて」
横浜市立大学 井口泰泉先生を招く ４９人参加

1998/5/20

都知事と語るつどい 「青島さんへわたしも一言」の集会に
大田区より話があり会長が出席、呑川の環境問題について
発言しました。
都は「循環型社会づくりのための行動計画」をこの秋に出すことになって
いるそうです。
５月２１日役員会
（呑川の会９８年度活動）
1998/5/27 呑川の会 １９９８年度総会
1998/7/2 夫婦橋公園現地説明会（３名参加）
1998/7/14 学習会 「本年度の呑川改修計画について」（都第二建設事務所職員）
1998/8/1 Ｏ会員から数度にわたり呑川水質異変情報
1998/9/1 ホームページ開設
1998/9/11 養源寺さんへ看板設置についておねがい
1998/9/19 学習会 呑川の水質について（日本工学院・猪口先生）
1998/10/4 目黒川見学（大崎広小路から中目黒まで）
1998/10/25 タウン誌「おとなりさん」に呑川の会紹介記事掲載。
1998/10/28 夫婦橋児童遊園着工
1999 1999/1/22
1999/3/30
1999/4/3
1999/5/18

夫婦橋公園現地説明会（４名参加）
環境フェア説明会（代表派遣）
多摩川台公園自然観察会（桜・丸子川・多摩川河川敷）
環境フェア説明会（代表派遣）

（呑川の会１９９９年度）
1999/5/22 呑川の会 １９９９年度総会
1999/6/5 環境フェア 会員全体参加
1999/10/9 三番瀬見学会
2000 2000/1/13 西暦２０００年の多摩川を記録する運動説明会 協力参加
2000/1/23 西暦２０００年の多摩川を記録する運動（試行）協力参加
2000/3/7 大田区役所ロビーにて環境４団体ロビー展示
2000/3/18 大田区区民大学シンポジウム「いのちの棲むところ」代表派遣
2000/4/2 呑川親水公園（桜新町）見学会
2000/4/23 西暦２０００年の多摩川を記録する運動・１ 協力参加
（呑川の会２０００年度）
2000/6/3 呑川の会 ２０００年度総会
2000/7/23 西暦２０００年の多摩川を記録する運動・２ 協力参加
2000/9/3 野川（下流域・世田谷区）見学会
2000/9/15 呑川一斉調査（第１回）スタート
2000/9/23 西暦２０００年の多摩川を記録する運動・３ 協力参加
2000/10/7 汽水域セミナー「汽水域の環境復元をめざして」参加
2000/12/9 大田区環境部主催「環境フェア・地球環境展」参加
2000/12/15 呑川一斉調査（第２回）実施 １４地点、のべ２３人参加
2001 2001/1/28 西暦２０００年の多摩川を記録する運動・最終回 協力参加
2001/３
「ナショナルジオグラフィック」誌に「呑川」と「呑川の会」記事掲載
2001/３/23 学習会「山道省三さんと川談義 呑川と都市河川の未来」
日本工学院専門学校環境科学科と共同開催
（毎日新聞・東京新聞に紹介記事掲載）
2001/3/15 第３回 呑川調査
2001/4/7 河口、下流域、旧呑川緑道見学（花見もかねて）
６月
城南タイムス・日本工学院専門学校主催 「呑川フェア」に参加
６月１０日 池上会館展示会場参加
６月２４日 日本工学院展示会場参加
（呑川の会２０００年度）
2000/07/01（日） 呑川の会 ２００１年度総会
記念講演 講師 柴田隆行氏 「多摩川と生きた５０年」
第４回 呑川調査 ７～８月の降雨時という設定で行う予定が大雨降らず
共立科学研究所からパックテスト機材の提供を受ける
日本工学院環境科学科 猪口先生から技術指導受ける
2000/08/25（土） 全体会「呑川調査をどう生かすか」（呑川調査のまとめと意見交換）
席上、分科会を設置することが決定
１．呑川の生物研究班
２．呑川をめぐる歴史研究班
３．呑川と水循環研究班
役員会で森ヶ崎水処理センターでのコアジサシの営巣について支援・協力を決定
2000/10/20 船から眺める多摩川・東京湾・呑川
遊漁船を借切って多摩川河口、空港周辺、呑川遡上などを行った。
２３人参加
2000/11/25 「未来につなく大田まちづくりの会」主催「まちづくり展」に水循環研究班参加
雪谷小学校総合学習の時間「雪谷の昔」に福井さんゲストティーチャー参加
南蒲小学校総合学習の時間 大坪会長参加
2001 2001/03/09 東京都下水道局計画調整部・建設部から職員を招き講演会
「河川と下水道のよい関係をめざして」
2001/03/09、１０日 大田区環境展「エコフェスタ・ワンダーランド」に参加
「呑川教室」講義・大坪会長担当
３月 森ヶ崎水処理センター屋上でのコアジサシ営巣環境づくりに会員参加
2001/04/07 春の見学会：清水窪湧水から洗足池まで・・お花見を兼ねて ５名
2001/04/24日 環境保全課の呑川河床生物調査に参加 ３名
ウナギ稚魚２匹ほかボラ稚魚、マハゼ、モツゴ、エビ見つかる
2003.10.4～11.1
文化の森 自主講座 呑川とあなたの暮らし 全5回 講師多摩川センター山道省三氏
2003.6.18 (財)リバーフロント整備センターから「川に学ぶ」活動に助成金10万円受ける
2004.6.
呑川は流れる・2004 編纂・発行
2005．3.26～4.9

大田区水辺の活動展参加

こらぼ大森

2005.5．19．
2005.6
.
2005.8.20，21
2005.9.22～10.20

第1回呑川シンポジウム 基調講演 日本工学院環境科学科 猪口真美先生
呑川は流れる・2004 増補版（2005） 編纂・発行
区民による区民のための連携講座 呑川でみつけよう
大田区区民大学 全6回中の1回 呑川でがんばる生きものたち

2006.7．
2006.7.23，24

呑川流域ネットワーク協議会設立・参加
区民による区民のための連携講座 呑川・親子ウォーキング

2007.1
2007.7月
2007.8.29

区議へのアンケート実施
醍醐倉庫掲示板設置
秋山副区長との懇談

2008 2008.3.1１日
208.11.22

奈須議員区議会で呑川に関する質問
「川」が語る東京 勉強会 都立向丘高校 松井吉昭先生

2009 2009.6.27

第2回呑川シンポジウム 基調講演 東京海洋大学海洋学科 丸山隆助教

2010 2010.6月ごろ
2010.7.2，3

呑川にアリゲーターガー出現
アリゲーターガー東北大学大学院小塚拓矢氏捕獲
テレビ朝日取材 放送日？

2011 2011.6.18
2011.7.27

第3回シンポジウム 基調講演 東京大学大学院農学生命科学研究科 鷲谷いづみ教授
都建設局長から東京河川優良ボランティア団体感謝状の授受

2012 2012.9.27～10.25

呑川講座 呑川の未来を考える 全5回 消費者生活センター
基調講演 首都大学東京 菊地敏夫教授

2013 2013.10.31~11.28

呑川講座 もっと知りたい､深めたい 郷土の川 呑川

2014.9.13～2015.1.17 呑川講座 郷土の川 呑川を知ろう

全5回 池上会館

全5回 洗足池図書館

2015.2.19～3.19

呑川講座 郷土の川「呑川」の清流復活は あるのか？
消費者生活センター

2016.2.6～3.5

呑川講座 もっと知りたい！郷土の川・呑川

全5回 蒲田図書館

2017.1.28～2.25

呑川講座 もっと知りたい！郷土の川・呑川

全5回 久が原図書館

