天祖神社
五黄土星

松原橋

掛け替え前の先代の橋にあった
﹁馬
込の月﹂のレリーフ︒
︵２００９年
撮影︶新しい橋のほぼ同じ位置に
モニュメントとして移され︑今も街
を見守っている︒

年間の工事を経て２０１
４（平成 ）年に新たな
橋に架け替わった。三本
松があった風景を伝える
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佐伯矩が愛した地
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[住民に伝承される水止舞]

厳正寺

梅とともに歩む

[佐伯山緑地]

[いすゞ自動車創立80周年]

www.oomori-cafe.com

バックナンバーはウェブで！

三
※本松があった様子がわ
かる資料﹁写真でわかる新
馬込橋今昔物語﹂が大田区
ホームページに掲載中︒
︵
﹁新馬込橋架替工事情報﹂
で検索︶

http://bunka.nii.ac.jp/

・文化庁ウェブサイト
﹁文化遺産オンライン﹂

http://www.city.ota.tokyo.jp
・地域力推進馬込地区委員
会発行 地域情報紙
﹃わがまちまごめ﹄
各号

館・ 2008
︶
・東京都大田区ホームページ
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・大田区立郷土博物館 編
〜 150
﹃博物館ノート No.1
復刻版﹄︵大田区立郷土博物

もう見ることはできない
が、馬込の人々の心意気
や三本松への思いはこれ
からも伝わってゆくに違
いない。

▲東急バスの
「三本松」
停留所の標柱。
昔からの
名称が現代の街角で生き永らえている。

「馬込の月」のレリーフ
は先代の橋にも飾られて
いたが、新しい橋にも受
け継がれただけでなく、
新設の歩道部分には「馬
込の月」など巴水の版画
が左右に六点ずつ、合計
十二点飾られた。
こうして街の人たちの
愛情を一身に受けた新馬
込橋は、三本松の姿をし
のび、月を愛でる馬込の
新名所となった。架け替
えが完了した翌年から、
秋 に「馬 込 の 月 見 ま つ
り」が開かれるようにな
り、すでに三回の実績を
重ねている。この時は新
馬込橋がステージとなっ
て、夜空に月が上ってい
くのを待ちながら俳句大
会などが催される。巴水
が描いた馬込の原風景は

[大森と梅のゆかりを感じて]

ティーブ・ジョブズ氏も
熱烈なファンとして知ら
れ た。１ ９ ２ ６（大 正
）年に大森区新井宿子
母澤（現在の大田区中央
４丁目）に居を構え、数
年後に馬込へ転じると、
１９５７（昭和 ）年に
上池台の自宅で亡くなる
までの間、戦中の疎開を
除いて大田区に住んだ。
版画家としての活動期間
三十九年のうち三十一年
を区内で過ごしているこ
とから、大田区立郷土博
物館では巴水の足跡を継
続的に研究し、たびたび
特別展も開いている。

vol.

2017年8月

52

32

現地で感 じることのでき
る地霊(ゲニウス=ロキ)。大森と
いうまちをかたちづくってきたひ
とのいとなみに迫ります。あわせ
て、読者の目線からの｢口コミの
紙 面 化 」 もめ ざし ます 。
vol. 2 0 1 8 年 ５月
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2018年2月
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15

ひとのいとなみ

など、写実的な作風とと
もに近代風景版画の第一
人者として国内でも広く
知られるようになった
が、人気に火が付いたの
は 海 外 が 先 で、米 ア ッ
プル共同創業者の故ス
↓至 大田区立郷土博物館

重要な生活道路だ。１９
３９（昭和 ）年に架け
られた先代の橋は老朽化
のほか、歩道がないなど
課題も多かったため、数

新馬込橋（先代）

鉄浅草線の馬込駅もある 品に残している。都内各
が、便利さの象徴のよう 地の風景を描いた『東京
な「駅前」の名で一括り 二十景』のうちの一作「馬
にされることなく古い地 込の月」がそれであり、
名が残っている。往年の 堂々とした枝振りの松の
光景が街に息づき、大切 向こうに満月が顔をのぞ
にされている証だろう。 かせている。月明かりが
映える夜空の濃淡に目を
川瀬巴水と馬込
奪われ、昭和初期の馬込
の夜にまるで自分が立っ
９ ３ ０（昭 和 ５） ているような不思議な味
年、版画家の川瀬 わいのある構図だ。
はす い
巴水（１８８３～１９５ 巴水は、近年でこそ「昭
７）は、三本松の姿を作 和の広重」と称えられる

九紫火星

四緑木星

※1/1～2/3までに生まれた人は、
前年生まれとみなして計算します。

巴

八白土星

三碧木星

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

馬込の三本松

を留める。
松原橋の立体交差で第
二京浜（国道１号）と環
七通りが出会い、無数の
車が途切れることなく行
き交う一帯には都営地下

１

「馬込の月」を訪ねて

本松があった天祖神社の
新馬込橋がつなぐ
そばに架かる新馬込橋に
思い
も、作品に触れることの
水の「馬込の月」 できる嬉しい工夫がある。
は、郷土博物館の 新馬込橋は、馬込から荏
馬込文士村コーナーに常 原、目黒方面へと抜ける
設展示されているが、三 古い道筋にあたり、今も

※三本松があった場所

(昭和または平成で)生まれた年の
数字を足して、ひとケタにする。
12もしくは3から、 で出した
数字をひく。

文士村」と呼ばれるほど
になったのはよく知られ
ている。
今でも馬込を丹念に歩き
回れば、当時の面影がい
くつか見つかる。その一
例としてご紹介しておき
たいのは「三本松」であ
る。そう呼ばれた松の木
は姿が失われて久しい
が、大森駅と荏原町駅入
口 を 結 ぶ 東 急 バ ス〈森
〉の停留所のほか、商
店街、交番などにその名

七赤金星

二黒土星

東急バス「三本松」
停留所（大森駅方向）
九星の出し方

8月 地道な積み重ねで力が
つく。
家族親戚との交流
も吉☆オレンジ
9月 フットワーク軽く動く
とき。
新しいことにチャ
レンジを●レモン
10月 友人関係が広がって楽
しい。
仕事や勉強にも相
乗効果が◆スマホケース

六白金星

一白水星

～三本松・川瀬巴水・新馬込橋～

大
8月 天が味方につくとき。
忙しだがガッツで乗り切
れる☆ゴールド
9月 楽しく遊ぶことで運気
UP。
但し羽目をはずしす
ぎないこと〇リゾート地
10月 気合を入れ直して進む。
部屋の整理整頓でさらに
運が上昇◆リュック
8月 癒しが必要なとき。
ゆっ
たり読書や休息で運を
チャージ◆ヘアケア商品
9月 奉仕の精神がツキを呼
ぶ。
周囲に優しさと気配
りを●人参など根菜類
10月 モチベーションが上が
る。
先手必勝でガンガン
進めて☆グリーン

新馬込橋

馬込の月

５6
8月 一度解決した問題が再燃
しそう。
根気強く取り組
んで●発酵食品
9月 仕事運･試験運が絶好調。
やった分成果あり充実す
る◆デジタル時計
10月 ホッとしてくつろげる
月。
仲間と楽しいお酒を
☆イエロー

日の馬込は、東京
郊外ならではの素
朴な魅力に満ちていた。
武蔵野台地の突端にあた
る 急 峻 な 谷、崖 沿 い の
森、東京湾や富士山の眺
め、広がる畑地。そんな
風景と良好な環境に惹か
れた文化人が大正末期か
ら昭和初期にかけて数多
く移り住み、後に「馬込

っと一息
♪
ちょ

〇…ラッキースポット、●…ラッキーフード
☆…ラッキーカラー、◆…ラッキーアイテム

02

8月 目標を具体的にすると
ドンドン叶う。
スピード
を重視して〇ライブ会場
9月 条件のよいオファーに
恵まれそう。
人間関係運
も良好な月●ハーブ
10月 一足早く来年の計画を練
るとよいとき。
昔の病気
の再発注意☆マスタード
8月 楽天的に過ごせるとき。
友達や恋人とのレジャー
も吉 〇ビーチ
9月 変化が幸運を呼ぶ。あた
ためていた計画を実行す
るチャンス ◆骨盤体操
10月 職場や学校で評価が高ま
る。大抜擢があるかも
☆レッド

大田区在住。風水・家相・引越し・方位・
恋愛・仕事・悩み相談受付中

高田紫央先生

14

26

九星 3ヵ月 占い
!
大好評

地域には、人のいとなみが土地の記憶
（地霊）
とし
て残っています。
今回は、まだ農村だった頃の馬
込から月を眺める時間旅行に出かけます。
（文・写真＝山田智士）
外
8月 魅力が光り輝くとき。
見に気を配るとさらに運
が UP●炭酸水
9月 1 つのことに深く没頭す
るとよいとき。
睡眠も大
切に☆水色
10月 毎日続けることが幸運の
秘訣。
半年後の成果が楽
しみ〇母校

新馬込橋の南詰から荏原町方向を望む。かつて三本松があったのは
写真中央付近の奥にあたる天祖神社の森だという。
2018年 8月～10月

ドキ
大森 ド キ
高

先生の
紫央
田

8月 取引先や仲間内で好感
度高まる。
よい出会いに
も恵まれる〇空港
自
9月 ストレスを溜めがち。
分へのご褒美を奮発し
て解消●アイスクリーム
10月 小さな目標を着実にクリ
アして実力 UP。
家庭運
も良好◆プチプラ文具
8月 やり直しや改善を求めら
れるとき。
勝負どころ慎
重に ●ビーフカレー
9月 いらないものを捨てる
と運が急上昇。
自分の直
感を信じて〇美容院
10月 沈思黙考が大切なとき。
愛情運は好調、親密度も
UP◆保湿クリーム

昔

2018 年あき号（通巻 56 号）

