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順延の場合 4/30

遠足のしおり

第 2回目おとなの遠足「谷沢川沿いに行く！古墳と等々力渓谷」



 おとなの遠足
コロナの感染が広がり、 人と話す機会が減ってしまったと感じた 2020 年の秋

に 「おとなの遠足 – 国分寺崖線　岡本方面編」 を開催しました。

その遠足は、 地域を再発見し、 皆さんとなにげない話をしながら歩くという、

なんとも楽しい遠足でした。

そして 4/16 ㈯　第 2 回目おとなの遠足 「谷沢川沿いに行く！古墳と等々力渓

谷」 を開催します。 等々力渓谷に注ぐ川は 『谷沢 ( やざわ ) 川』 と言って、 ど

うやらその源流は、 千歳船橋のお店と反対側の桜丘あたりだということがわか

りました。 今回は、 暗渠になってしまっている谷沢川をたどり、 用賀あたりで、

外に現れた川沿いに歩くコースです。 等々力渓谷周辺では、 いくつかの古墳を

廻ります。

こんな時だからこそ、 『歩いて感じる ・ 地域を楽しむおとなの遠足』

シンコーストゥディオ
　代表　米井　亜紀子

【集合場所 ・ 時間】

シンコーストゥディオ世田谷ショップ　AM 9 ： 30

小田急線千歳船橋、 徒歩 3 分

【日時】 2022 年 4/16 ㈯　AM9 ： 30　シンコーストゥディオ出発

            ( 解散 2:00 ～ 3:00 頃の予定 )

　　　雨天順延　4/30 ㈯　（4/30 も雨の場合は中止）

【参加人数】 15 人まで

　　　　　（途中挫折も問題ありません）

【参加費】 無料　（お弁当 ・ お飲み物は各自用意 ・ などは各自ご負担ください）

【経路】 https://goo.gl/maps/StAwjDRfTEbQWPKv8

シンコーストゥディオ

（標高 43.72ｍ）　　　

↓

中杉キッチンガーデン農

園付近世田谷区桜丘４

丁目宇山神社下

　　　↓

谷沢川湧水池跡碑

　　　↓

用賀商店街

お昼を買います

　　　↓

谷沢川沿いに歩きます

　　　↓

玉川野毛町公園

野毛大塚古墳

　　　↓

等々力渓谷

横穴古墳

　　　↓

等々力不動尊

　　　↓

等々力渓谷上芝生公園

　

お昼 （各自持参）

解散 2:00 ～ 3:00

頃の予定
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約 7km 普通に歩くと 1時間半くらいですが、ゆっくり
歩くので 2-3 時間でしょう

第 2回目おとなの遠足「谷沢川沿いに行く！古墳と等々力渓谷」



谷沢川湧水池跡碑

玉川野毛町公園 野毛大塚古墳

【持ち物等】

「スーパー地形」 アプリは無料でインストールできます。 標

高を体感したい方は、 前もってスマホにインストールして

来てください。

GPS、 トラック （歩いた軌跡を保存） ３D 表示などの機

能などを使いたい方は課金 (990 円） すればさらに楽し

く使用できます。

* 傷害保険などには加入しません、けがなどは自己責任
になりますのでご了承ください。

今回訪れる場所の紹介

緊急の場合の連絡

中杉キッチンガーデン ( 農場 ) 付近　

桜丘 4 丁目付近。 世田谷育ちのお野菜と

お花苗を育てています。

等々力渓谷に注ぐ谷沢川の源泉は、 どうや

らこのあたりらしいので、 行ってみましょう

谷沢川は用賀、 上用賀地域の湧水や溜池を水

源として大山道 (246) 近くで合流してるよう

です。 田中橋の下をくぐって中町、上野毛を通っ

て等々力渓谷を形成し、 多摩川に流れ込んでい

る全長 3800ｍの川ですが、 その湧水池の一

つがここ。 （ovan の社会科見学サイトより）

全長82メートルの帆立貝式前方後円墳です。

周濠を含めると全長 104 メートルとなり、 関

東地方では群馬県の女体山古墳に次ぐ規模を

誇ります。

上に登ると気持ちいい見晴らしが見られます。

地図アプリで標高を体感しよう！

＊お弁当は持参、 または途中寄る用賀近辺で買っていただく感じです。

動きやすい服装 ・ 靴

マスク

リュック

お金 （お昼など買う方）

携帯

お弁当 （用賀で買う時間をとるのでそこで買ってもＯＫ）

飲み物

レジャーシート （砧公園で芝生でお昼を食べます）

おやつ （持っていきたい人）

米井亜紀子の携帯又は LINE へ

参加者に別途お知らせします
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（決行するかしないかのご連絡）
メール又はラインアドレスに下記の時間までに連絡
します。
1回目：4/15 ㈮　19：00 までにご連絡　　
2回目：4/16 ㈯　朝 7:00 までに再度ご連絡



御岳山古墳

https://kofun.info/kofun/234

等々力渓谷３号横穴

古墳なう

　

武蔵野台地の南端に位置しており、

この台地面を浸食して形成された開

析谷です。

渓谷沿いには武蔵野台地を特徴づ

ける地層断面がよく観察 。

東京とは思えない渓谷。 この渓谷の

水は谷沢川と言って、 世田谷区桜

丘方面から来ているようです。

谷沢川を下っていきましょう。

等々力渓谷
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等々力渓谷周辺

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/015/001/004/d00004247.html

古墳時代終末期にあたる７～８世紀にかけて造られ
たのがこの横穴墓です。
　この横穴群を最初に記録に残しているのは西岡秀
雄氏で、1933 年以前にこの３号横穴の南側にある２
基の横穴を発見していました。しかし、詳しい記録
はないまま不明になっていたそうです。その後、
1960 年の整地工事の際に２基の横穴が発見され、発
掘調査されました。１号横穴は玄室に隔石があり、
２体の人骨と刀子、耳環を出土。２号横穴は石棺と
羨門があり、２体の人骨と横瓶、平瓶、鉢、小刀な
どが出土したそうです。
　そしてその後、1974 年にこの３号横穴が発見され
た後に調査されました。墓の内部は奥行き 13mあり
玄室（げんしつ）と羨道（せんどう）で構成されていて、
切石でふさがれた玄室の床には川原石が敷かれて、
３体の人骨と１対の耳環（イヤリング）と時が副葬
されていたそうです。http://gogohiderin.blog.fc2.com/blog-entry-62.html

全長 57m・高さ約 7mの帆立貝式古墳で、葺
石・円筒埴輪を備える。墳頂には祠があり、
そこへ向かう道の途中には多くの石仏が見ら
れる。埋葬施設は粘土槨で、七鈴鏡（都指定
有形文化財）や短甲、直刀などが出土した。
5世紀後半～ 6世紀中頃の築造。


