高

九星 3ヵ月 占い

！
大好評

高田紫央先生
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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

大森ふるさとの浜辺公園内にある「大
森 海苔のふるさと館」は今年で開館 10
周年を迎えた。
今号では、私たちが大森
海苔のふるさと館で目にする海苔資料
が集められた経過、海苔文化を今に伝える取り組み
に迫ります。
（文・写真＝クラカタヒロシ）

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

11月 臨時収入やお小遣い運
あり。欲しかった物を
GET●ハチミツ
12月 一発逆転、起死回生の
チャンス。粘り強くや
り遂げて◆着物
1月 人気が集まり多忙なと
き。予定はなるべく月
の前半に〇エステ

▲2008（平成20）
年4月6日にオープンした大森 海苔のふるさと館

流通センター駅

大森 海苔のふるさと館
大森 ふるさとの
浜辺公園

内川

大森町駅

昭和島

梅屋敷駅

路
産業道

大森第一小学校

昭和島駅

り

環七
通り

ル
レー
モノ
東京

京急本線

平和島駅

2面のご案内

ひとのいとなみ
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がりを含めた収集活動が
行われながら、収集され
た海苔資材資料を重要有
形民俗文化財としての指
定申請が行われた。指定
申請の資料作成にあたっ
ては、大森海苔漁業資材
保存会の収集資材はもと
よ り、田 口 氏 の 文 章 記
録、写真記録、映像記録
が基礎資料として使用さ
れたという。１９９３
（平
成５）年、海苔漁業の道
具類が「大森及びその周
辺地域の海苔生産用具」
として、重要有形民俗文
化財の国指定を受けた。

10

大森海岸駅

(旧)郷土資料室

東邦
医大
通り

ら教えてもらった僕らが
担 っ て い る。
」そ う 話 す
同館スタッフの話しがと
ても印象に残った。
今年で「大森 海苔のふ
るさと館」は開館 周年
を迎えた。大森の海苔文
化は同館から次世代へと
引き継がれている。

http://norinoyakata.web.fc2.com
/index.html

︻参考文献︼
﹃聞き書き 最後の海苔漁師た
ちー海苔のふるさと東京大
森ー﹄ 特定非営利活動法人 海
苔のふるさと会 ２０１８
︻協力︼
大森 海苔のふるさと館

TEL：03-5471-0333
FAX：03-5471-0347

JR大森駅

沢田

た工作では、当時使われ
た海苔生産用具を実際に
触れられるというのが、
同館の大きな特徴だ。
ま た、こ れ ら の ワ ー ク
ショップを支えているの
が大森の元海苔生産者
と、
はまどの会のメンバー
達。はまどの会は、大森
周辺の海苔生産について
学び、体験したことを、
同館を利用する方々に伝
える、橋渡し役の活動を
行うサポーターだ。
近年、大森の元海苔生産
者の高齢化が進んでい
る。元海苔生産者から直
接お話を伺ったり、教え
てもらったりすることが
できなくなくなる日がそ
う遠くない未来にやって
く る。
「大 森 で ４ ０ ０ 年
以上続いた海苔の歴史の
末端を、元海苔生産者か

▲海苔つけ体験を指導する大森の元海
苔生産者
（提供：大森海苔のふるさと館）

42

大井競馬場前駅

の

11

▲開館10周年記念式典での和太鼓演奏
（提供：大森 海苔のふるさと館）

大森 海苔のふるさと館の周辺

旧東
海道

池上通り

いる。中でも、 月から
３月にかけて行われる海
苔つけ体験は、募集開始
とともにすぐに定員いっ
ぱいとなってしまうほど
の人気企画だ。
このほか、
家での海苔巻きやインテ
リアとしても活用できる

の り す

海苔簀やタペストリーづ
くりなど、様々な体験型
のワークショップが行わ
れている。海苔文化を今
に伝える海苔つけ体験、
海苔簀や海苔網を応用し

立会川駅

10

けていた。収集した海苔 き掛けることとなった。
漁業資材それぞれの説明 これを受けて、１９６７
を記録しながら、海苔漁 （昭和 ）年、教育セン
ター内に、現在の大田区
立郷土資料館の前身とな
る郷土資料室が設置され
た。郷土資料室への海苔
漁業資料の搬入や展示作
業も、保存会の協力のも
とに行われ、資料室開設 １９７９（昭和 ）年、
時には、３００点ほどの 郷土資料室を発展的に引
海苔資材が運び込まれた き継いだ大田区立郷土博
そうだ。
物館が設立。地域的な広

資

家の仕事と暮らしぶりを
伝える解説書がまとめら
れていった。

20

※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。

郷土資料から文化財へ

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

料の収集が進む
と、保存展示する
施設が課題となった。当
初、大森海苔漁業資材保
存会が自前で資料館をつ
くることも考えたそうだ
が、大田区へ資料室を働

２

海苔文化を次世代へ

年、
００８
（平成 ）
大田区郷土博物館
の 分 館 と し て、同 館 が
オープン。
年間を通して、
様々な催し物が行われて

11月 ランクアップが叶うと
き。相応の立ち振る舞
いを心がけて☆レッド
12月 慌ただしい年の瀬に疲れ
を感じそう。暖かくして
過ごして◆ヘッドホン
1月 家庭運UP。家族やパー
トナーと家でのんびりし
て英気を養う●鍋料理

(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。

大田区平和の森公園2-2
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周年～

11月 変革期。部屋の整理や
模様替えをすると運が
上がる☆オフホワイト
12月 クリエイティブな才能を
発揮できる月。イライラ
注意●ホットコーヒー
1月 免疫力が低下しがち。
たっぷりの睡眠で体調
回復◆ボディクリーム

九星の出し方

DATA
大森 海苔のふるさと館

は、長らく大森第一小学
校で教鞭をとられた田口
久雄氏だ。
海苔漁業が終焉した翌
年、１９６４（昭和 ）
年の春、田口氏は大森第
一小学校で定年を迎え、
教え子たちによる退職祝
いの席が設けられた。当
時、海苔漁業の歴史が閉

11月 仕事運上昇。先輩から
有益なアドバイスがも
らえそう◆帽子
12月 異性とのお付き合いが
楽しい。HAPPYなクリ
スマスを☆ゴールド
1月 ずっと動かなかった状
況に結論が出そう。現
状を打破●焼肉

じたばかりだったが、海
苔干し場で町工場が創業
し、アパートが建ち始め
たり、使われなくなった
海苔の道具類が処分され
始めていた。こうした光
景を目にした、何かしら
海苔と関わる家庭で育っ
た 教 え 子 た ち か ら、海
苔漁業の道具類を保存
してはどうかという話が
出た。
そ の 後、田 口 氏 の 教 え
子たちが声を掛け合い、
地域を支えてきた海苔漁
業という産業文化を後世
へ伝えるために海苔漁業
資材を収集・保存するこ
と を 目 的 と し て、
「大 森
海苔漁業資材保存会」が
発足した。定年後の田口
氏は教え子たちととも
に、海苔漁業の資材の収
集活動を行った。田口氏
は教諭時代から学区域の
特色を地域教材に反映さ
せることを意識してい
て、教材化を視野にいれ
た海苔漁業の記録を手掛

五黄土星

11月 物事が滞りがち。人に
頼れるところはお願い
してOK☆ベージュ
12月 頑張りどころ。無理め
の目標もガッツでクリ
ア〇デパート
1月 気楽に過ごしてよいと
き。ちょっとした贅沢も
楽しんで◆ゲームソフト

九紫火星

四緑木星

11月 行き違いや誤解が生じ
やすい。連絡をマメに
◆ネックウォーマー
12月 足元を固めるとき。1年
のまとめや振り返りが
大切●甘酒
1月 発展運。目標をしっか
り見据えて一気に行動
開始☆シルバー

八白土星

三碧木星

11月 モチベーションがUP。
夢を現実にするチャン
ス到来〇家電量販店
12月 交際運順調。クリスマ
スは皆と華やかに過ご
して☆ミントグリーン
1月 一旦休んで作戦をたて
るとよいとき。胃腸の
病気に注意●チーズ

七赤金星

二黒土星

11月 安定運。ルーティンワー
クの見直しに開運のヒ
ントが☆テラコッタ
12月 サービス精神が旺盛なと
き。忘年会では陰に日向
に大活躍◆カラオケ
1月 紹介運あり。節度をわ
きまえた態度で好感度
が更にUP〇郵便局

六白金星

一白水星

11月 趣味や研究に没頭する
と成果大。バスタイム
で運気上昇〇温泉
12月 一 歩 一 歩 前 進 す る と
き。外を飾るより中を
充実◆カーペット
1月 明るい運勢。早めの判
断と行動が幸運をもた
らす●お寿司

今

～大森 海苔のふるさと館開館

2018年11月～2019年1月

海苔漁業資材の
保存活動

ドキ

、私たちが同館で
目にする海苔資料
の数々。
これらの多くは、
海苔漁業の終焉直後から
の保存活動によって収集
されたものだ。海苔資料
の保存活動のキーマン

大森 ド キ
っと一息
♪
ちょ

先生の
紫央
田

生き続ける大森の海苔文化

2018 年ふゆ号（通巻 57 号）

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 8 月
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馬込の月

[三本松・川瀬巴水・新馬込橋]

vol.

55
vol.

54

2 0 1 8 年 ５月

厳正寺
[住民に伝承される水止舞]
2018年2月

梅とともに歩む
[大森と梅のゆかりを感じて]

vol.
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2017年11月

佐伯矩が愛した地
[佐伯山緑地]

バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

