
グルメポイント 吉右衛門堀公園 石の山 舎人公園 じゃぶじゃぶ池の石の山 下河原公園 鬼の山

東保木間公園 亀の山 尾竹橋公園 石の山 舎人いきいき公園 鬼の山

仲組公園 さかな？ 荒川千住新橋緑地 ワンド 竹ノ塚マンホール通り ベルモントのマンホール

元渕江公園 ひつじ 大谷田公園 梅園の野梅（中央ベンチ北側） 大谷田南公園 大谷田南公園駅

旧日光道×東武線 道標 旧日光道×赤山道 道標 大橋公園 奥の細道　矢立初めの地

白旗塚史跡公園 舟と古墳

虹の広場 舟 陣川戸（じんかど）公園 船と恐竜 毛長公園 水神　三等三角点 花畑小学校 花又　二等三角点

小右衛門稲荷神社 右側の狛狐 高道西公園 西新井　三等三角点 鳩ケ谷街道 舎人　三等三角点

島氷川神社 江北　三等三角点 大川町 氷川神社 紙すき碑　几号水準点 北宮城町公園 北宮城　四等三角点 桑袋記念公園 桑袋　四等三角点

水神橋公園 たこの山 興野ふれあい公園 たこの山 一ツ家中央公園 電子基準点＆たこの山

新西新井公園 たこの山 扇なかよし公園 たこの山 千住ほんちょう公園 たこの山 東谷中公園 たこの山

上沼田北公園 たこの山 上沼田東公園 たこの山＆ぱんだ 千住東町公園 たこの山 北鹿浜公園 たこの山

境川部屋玉ノ井部屋
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平成元年以降に設置された足立区最新のタコを中心に見事
なタコワールドができあがっています。すぐそばの上沼田
東公園が貧相なのに比べるとあまりにも豪華です。真っ赤
なタコを4つのカラフルな蛸壺がサポートしています。

全国に400基建設したとされるタコの山の元祖とされてお
り、1965年に設置されました。もともとは石の山だったの
ですが、区役所の担当者がよくわからないからと頭をつけ
たそう。
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緯度：35°46′53″.9817
経度：139°44′57″.8311
標高：2.35 m
江戸時代より鹿浜村小名嶋の鎮守社として祀られていたと
いいます。境内にはいって左側の建物をまわりこんでくださ
い。
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足立区には通称タコ公園と呼ばれている公園が11箇所もあります。発祥の地というこ
ともあって行政区設置件数は全国ダントツ一位。
巨大なタコはあちこち滑れて、足の下をくぐったりもできて、ちびっこたちに大人気で
す。
今回はその11箇所すべてをポイントとして設定しました。
ロゲイニング界のタコを目指して、できるだけ多くのタコを目指してください！
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喜田屋　本店

コンクリートでできた大型の遊具が目立ちます。

28
大谷田南公園は、ミニ列車や足踏みゴーカートに乗ること
ができ、楽しみながら交通ルールを学ぶことができる交通
公園です。

焼き鳥　いってん
竹ノ塚駅そばにあるテイクアウト専門のちっちゃなお店。
90円～のリーズナブルな焼き鳥が、味付けなしの下焼きの
状態で各種陳列してありますので、注文時に塩かたれかを
きかれます。話し好きな店主との会話も是非たのしんでく
ださい。営業　11:00ごろ～

グルメポイントではクーポン券が使えます。クーポン券を使ったお店で
は1店舗につき5分間制限時間（最大15分）を延長できます。
クーポン券は競技時間内のみ有効です。
競技終了後の返金はできません。

足立区を中心に現在15店舗。原点とも言えるどらやき「初
宿（はつしゅく）」や「千住最中」「福良すずめ」「パリ
パリ最中」などの定番のお菓子はもちろんのこと、新定番
新しいタイプの「六人衆焼」「塩味生クリーム大福」もお
すすめです。

95

緯度：35°46′01″.1586
経度：139°46′12″.4844
標高：1.79 m
公園から道をわたった空地の角にあります。
草に隠れてわかりにくいかもしれません。

75

71
園内にある約150本のウメのうち、約110本が梅園内に植え
られています。この梅園には四阿(あづまや)、木道があり、
ウメが開花する時期に合わせて開園します。梅園ではゆっ
たりとウメの花の観賞をお楽しみいただけます。
梅園内走行厳禁

緯度：35°48′30″.6736
経度：139°48′13″.3283
標高：3.15 m
毛長公園は毛長川沿い10～15メートルほどの幅で約1キロにわ
たって続く緑道仕立ての公園。その西端に三角点があります。

94

およそ600年前に創建。岩槻城に勤めていた武士の渡部小
右衛門がこのあたりを開拓しました。参道が上空から見る
と「北斗七星」によく似た形をしています。日光東照宮の
参道も似ているとの説がありますがこういった形は珍しいよ
うです。三角点は拝殿右側狛狐の斜め後ろあたり
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14

Le pain Lapin

大正１０年創業の精肉店。『火曜サプライズ 』や『出没！ア
ド街ック天国 』など、テレビでも紹介されたコロッケが大人
気！
自家製ラードで揚げたヘルシーな味わいを是非ご賞味くだ
さい。

明治末期の関東の大水害があって荒川の大規模な工事が
行われました。日光道と東武線はこれに伴って移設を余儀
なくされました。道標は、旧日光街道と1923年以前の東武
鉄道の交差していた箇所で「右日光道中」「左東武鉄道
旧線路跡」と刻まれています。

13

荒川河川敷の虹の広場は、春5月に土手の上から眺める
と、広場の虹の絵をつなぐように7色のチューリップが8つ
の花壇を彩ります。
夏に行われる花火大会を観覧するスポットとして、また秋に
は「区民まつり」の会場としてにぎわいます。

35
たこの山の中では、こぶりでたこっぽい装飾もなく、すっき
りとした感じです。
本日は、厚木・湘南・小田原や山梨方面でのロゲでおな
じみ、ぱんださんにお手伝いしていただいております。

34
都営扇三丁目アパートの周辺にある小さな公園。日差しも
日陰もほどよくあってのんびり過ごしている方もいます。
地図をしっかりみて辿り着いてください。

43

足立区の北部、水神橋の近くに有る公園です。
西側に出たところの広い道は横断歩道まで移動して渡ってく
ださい。（×の箇所は渡れません）

55

45

4432
几号（きごう）水準点とは明治初期に高低測量を行うため
に設けた基準となる測量点です。足立区は江戸時代から紙
すき業が盛んでした。
この「紙すき碑」の台座正面の中央より
やや左寄りに几号が見られます。

地図の作成にはなくてはならない基準点。

足立区内では、三角点は9箇所。そのうち1箇所（点名：古千谷橋）は古千谷橋排水
場内にあり、現在工事中のためチェックポイントからはずしましたが、残りのすべてを
チェックポイントとして設定しました。

33

2017年2月4日（土）　第3回 足立フォトロゲイニング　チェックポイント
合計2000点  (1分遅刻につき50点減点)

制限時刻 15：00（クーポン使用で最大15分延長あり）　 15：30を過ぎると失格

交通ルール厳守・寺社での走行禁止・歩行者優先

42 87

鬼ヶ島みたいな岩の山から水が流れその流れに向かって玉を
もった龍。龍のところを過ぎた後もジグザグな川が続きじゃぶ
じゃぶ池に流れ着く。じゃぶじゃぶ池には龍の子供のような怪獣
が。
なんとも想像を駆り立てられる公園です。

67

37 64
隅田川の尾竹橋をはさんで、北西側に足立区立の尾竹橋公
園、南東側しばらくいったところに荒川区の尾竹橋公園があ
ります。橋名はこの場所の足立区側にあった「尾竹の渡し」
の名に因みます。元来お茶屋の渡しと呼ばれていましたが、
茶屋に「おたけさん」という女性がいたからのようです。

ジョエル・ロブションなどで修業を積んだ店主が2011年に
開業、オリジナリティ溢れるパンを提供しています。
ハード系のパンが評判で通常は3時間ほどのところ、16時
間も発酵させるそうです。

川岸にできた大きな水たまりのうち、川の流れと少しだけつ
ながったものをワンドといい、生き物の生息に適した場所に
なっています。ここのワンドは水辺の自然を回復させて様子
を観測するために人工的につくられたものです。
岩場は足元に気をつけてください。

ミートショップセキヤ

ぱりぱり焼とたっぷりのあんが美味しいたい焼き。北海道
和三盆を使用した上品な味わいです。
たい焼きつくり体験会など開催したりと、地元に親しまれて
いるお店です。
営業　11:00～

薄皮たい焼き　たいあん
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29
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毛長川南岸の自然堤防上には、七基からなる古墳群が形
成されていたとされますが、現存するのはこの白旗塚古墳
のみです。白旗塚の名前の由来は源頼義、義家父子が、
奥州安倍氏の反乱の鎮圧にむかう途上に、この地に白旗を
立てたためと言われています。

25 59

26
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むかし話の赤鬼、桃太郎などをモチーフにしています。その他
にも、手入れされた植栽が美しい園内には、「ローラー式の滑
り台」、「竜宮城の形のアスレチック」、「かちかち山のたぬ
きとうさぎの遊具」、「桃太郎の砂場」など遊び心がいっぱい
です。

38

東京にありながら広がる空と多様な自然が楽しめる、くつ
ろぎの空間です。みどりと水に恵まれた敷地は現在も造成
が進み、最終的な計画では、69.5ヘクタールに及ぶ予定
です。舎人公園のじゃぶじゃぶ池はちょっとしたウォーター
スライダーのようなプールになっています。

この通りにはいろいろとデザインされたマンホールが続きま
す。雨水用下水管のマンホールはカワセミがデザインさ
れ、汚水用下水管のマンホールは、西オーストラリアの洲
鳥である黒鳥がデザインされています。
2つのカラーマンホールが最も接近して設置してある箇所

36

公園に巨大でかつリアルなカメが横たわっています。甲羅
は岩のように造られていて重厚感もばっちりです。
甲羅の頂上には鎖をつたって登ります。頂上に立つと視界
が開け、達成感を感じることができます。

現在は暗渠になってしまっていますが、以前は吉右衛門堀
が近くを通っていました。
頭をつければタコの山になるのですが、公園の敷地の中
央にあるユニークなフォルムの石の山が一際目を引きま
す。

緯度：35°48′40″.5157
経度：139°49′28″.8165
標高：4.33 m
八潮市との区境にある区立の公園。
草に隠れてわかりにくいかもしれません。

元小結両国が1998年に中立部屋として独立し、2003年に
境川部屋に名称が変更されました。
2016年は大関豪栄道が全勝優勝を成し遂げる活躍をみせ
ました。

「矢立初め」とは「旅の日記などの書きはじめ」の意。千住の
地は松尾芭蕉が奥の細道を実質的にスタートさせた場所でとい
うことものあり、奥の細道の行程図の大きな看板や、石標、浮
世絵が刻まれたアルミの説明プレートが設置されているなど、
奥の細道関連のものが集まっています。

公社興野住宅の南にある南北に長い公園。狭い路地の入り組ん
だわかり辛い所にありますので、地図をしっかりみて辿り着いて
ください。

電子基準点は全国約1,300カ所に設置されており、中央局（つく
ば市）からなる測量網によって、広域な地殻変動を解析し、高
密度で高精度な地図情報の観測が可能となっています。
しゃがんでたこの山も入れて撮りましょう

緯度：35°47′10″.2592
経度：139°46′28″.3546
標高：2.46 m
草に隠れてわかりにくいかもしれません。なぜか水準点用
のマンホール。

緯度：35°48′31″.8462
経度：139°45′23″.0139
標高：4.24 m
歩道にマンホールと数センチの白い基準点表示

41

五差路が交わる竹の塚３交差点は旧日光街道の増田橋
跡。かつて増田橋南詰の旧日光街道から赤山道が分岐して
おり、ここから舎人を経て関東郡代伊那家の陣屋があった
埼玉県川口市赤山へ通じていました。

緯度：35°47′30″.8722
経度：139°49′34″.2721
標高：2.18 m
小学校の中、校門からはいって東側すぐの時計台の下にあ
ります。校門の外から撮影してください。
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園内には「足立区生物園」という昆虫や両生類、魚類や哺
乳類など様々な生物に触れられる施設（有料）があり、多
くの人が訪れます。ここにはオーストラリアエリアもありベル
モント市とのゆかりも深い黒鳥もいます。
外からひつじの宿舎が見られますのでその前で。

江戸時代に賑わった旧日光街道千住宿の雰囲気を伝えよう
と高札場跡に作られた公園です。地域住民には貴重な憩い
の場になると共に、観光客には千住宿史跡・旧跡案内図が
あります。

足立区東和にあるタコ公園。
北三谷町・蒲原町・大谷田町・大谷田新町・東谷中町の各一
部を合わせた地域が区画整理されて1965年に住所表示が東和
になりました。

北鹿浜公園は、ミニ列車やバッテリーカー、足踏みゴーカート、
自転車に乗って、楽しみながら交通
ルールを学べる交通公園。
1929年に製造された蒸気機関車Ｃ5075も
展示されています。

97
東武鉄道からも見ることができるタコ。タコには珍しく青く塗装さ
れています。

58

陣川戸とは、当地は古くより八幡太郎義家が奥州討伐の折、布
陣した跡地で陣川戸と称したことを由来しています。

大きな首長竜と大きな船型遊具の迫力があります。

39

40

春日野部屋の部屋付き親方に就任していた年寄・13代玉ノ
井（元関脇・栃東）が分家独立して、1990年に足立区に
て初めての相撲部屋が創設されました。2009年に栃東親方
（元大関・栃東）が年寄・14代玉ノ井を襲名して玉ノ井部
屋を継承しています。
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