大森銀座商店街
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～ 時 の 移 り変わ り を 感 じ て ～
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クリニック等の一部施設
が大森に残るそうだが、
同院の大森での歩みは約
年に及ぶというから大
きな変化といえるだろう。
また、アーケードの中間
付近に位置する「Ｌｕｚ
大森」は、２０１１（平
成 ）年３月の開業から
周年を迎え、その存在
は街にすっかり溶け込ん
で い る。商 業 店 舗 の ほ
か、
大田区の公共施設（入
新井特別出張所、入新井
図書館、入新井集会室）
が入るのが特徴で、この
事業の完成によって入新
井第一小学校寄りにあっ

文

所。晩年は一階が東急ス した昔からの人の流れと
トア）も、正面は駅では 関係があるのだろう。
なく「新井道ガード」側 １９４１（昭和 ）年の
を向いていた。
地図では、白木屋（映画
館を併設）から現在「ミ
駅東口の
ルパ」のアーケードがあ
メインストリート
る通りにかけて商業、娯
楽、金融といった機能が
集まっているのがわか
り、まさしくメインスト
リートの様相を呈してい
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入新井第一小

森銀座商店街「М
ｉｌｐａ」
（以下、
ミルパ）の入口がガード
と接しているのも、こう
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新しさと、懐かしさと

い

ま「ミルパ」のアー
ケードを歩くと、
改めて感じるのは時の移
り変わりだ。この春、
アー
ケードの至近にあった
「牧田総合病院」が蒲田
に新築移転した。今後も

九紫火星

四緑木星

店

大森駅前郵便局は確かに
﹁コノオ
ク﹂
なのだが︑
初訪問の人はたどり着
くのになかなか苦労するようだ︒

ひとのいとなみ

勝海舟が大森に刻んだ
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る。智に働けば角が立つ。
２ 1 年 ５月
vol.
情に2 0棹させば流され

鷲神社の境内︒
普段はひっそりとし
ているが︑酉の市では縁起物の熊手
を求める人で賑わう︒

2020年8月

[変わりゆく大森の海岸を見守り続けて]

磐井神社

馬込文士村

[見出された郊外]

[東京のローカル線・変わる池上駅]

池上線・池上駅

www.oomori-cafe.com

バックナンバーはウェブで！

興区画整理地区」の一つ
に認定され、現在の街路
が整備されていく中で往
時の賑わいが徐々に戻っ
ていった。
現 在 あ る「ミ ル パ」の
愛称は、１９８７（昭和
）年、路面のカラー舗
装化を機に公募したも
の。黄色と緑のカラーリ
ングが印象的なアーケー
ドは、いかにも商店街ら
しい雰囲気が好まれ、テ
レビＣＭのロケにも一時
期よく使われた。
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の露店で賑わう 月の酉
の市の風情も昔から変わ
らない。この新旧共存の
空気感こそが、大森銀座
の醍醐味か。

た特別出張所等の旧施設
は解体され、
高層マンショ 地形社編﹁昭和十六年大
東京三十五区内⑰大森区
ンに建て替わった。
詳細図﹂︵人文社︶
一方で「Ｌｕｚ大森」の
斜め向かいでは、大森発 木村信之﹁大森駅東口地
︵昭和女
祥の海苔の老舗「守半海 区のまちづくり﹂
苔店」が１９０１（明治 子大学﹃学苑﹄環境デザイ
ン学科紀要 No.909
・ 2016
︶
）年の創業から１２０
年続く伝統を着実に受け
ウ
ェ
ブサイト
継いでいる。チェーン店
﹃
分
離派建築博物館﹄
を中心とした店舗の入れ
http://www.sainet.or.jp/~junkk/
替わりも珍しくなくなっ
た昨今の大森銀座にあっ ＊﹁新井道ガード﹂をはじめ︑線
て、この老舗ならではの 路の東西の行き来に関するエピ
ソードはバックナン
存在感に安堵する。
﹁行き交
バー︵ vol.11
アーケードを抜けて道 う﹂︶でもご紹介し
おおとり
ております︒
ぜひご
を渡ると、鷲神社。多く 一読ください︒

http://www.milpa.jp/

︻参考文献︼
﹁Ｍｉｌｐａ
︵ミルパ︶
﹂
ホームページ

幕末・維新の痕跡

る。駅東口から蒲田への
路線バスも当時はこちら
を通っていたようだ。し
か し、１ ９ ４ ５（昭 和
）年４月 日夜の「城
南大空襲」をはじめ大戦
時の爆撃でこの一帯に大
きな被害が生じる。国土
地理院提供の「地理院地
図」
（電 子 国 土Ｗｅｂ）
で終戦直後の航空写真を
確認すると、線路の東側
は白木屋のビルを除いて
建物がほとんど見当たら
な い。そ の 後、
「戦 災 復

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 。
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＊写真のパッケージは 2020 年度の学生によるデザインです。
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▲おなじみのアーケードの下から
「新井道ガード」方向を望む。
新しいお店が増えた印象もあるが老舗も健在。
▼

郵便局誘導看板

大
（旧）牧田総合
病院
薬師堂

新井道ガード
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59

来できる箇所は限られ、 木屋百貨店大森分店」の
道に詳しいドライバーに ビル（現在の「大森駅東
はよく知られたルートで 口 ビ ル デ ィ ン グ」の 場
ある。
大森駅が現在の駅舎にな
る１９８４（昭和 ）年
までは、駅の東西にそれ
ぞれ改札口があったので、
構内を自由に通り抜ける
ことができなかった。そ
のため、
この「新井道ガー
ド」に大森駅の東西を行
き来する人の流れが集
まっていたのだ。１９３
上通りから見た風景︒ガードを
７（昭和 ）年から約半 く池
ぐると 正 面 が 大 森 銀 座 商 店 街
︵ミルパ︶
﹂
︒
白木屋百貨店大森
世紀にわたって大森のラ ﹁ Milpa
分店があったのは︑
写真左後方のビル
ンドマークとなった「白 ︵大森駅東口ビルディング︶の位置︒

六白金星

一白水星

アーケード
※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。
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新井道ガード

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

23

（旧）白木屋百貨店
大森分店

(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。

森銀座を語るなら、
まずは「新井道ガー
ド」に触れておきたい。
大森駅のすぐ蒲田寄りで
線路をくぐるこのガード
は、昼間も薄暗く、電車
の通過時は轟音が響きわ
たる独特の空間だ。道路
標識によると車両の高さ
制限は２・４メートル。
従って、大型トラックや
バスが通ることはない。
ただ、大森駅の前後でク
ルマが線路の東西を行き

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
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▼

九星の出し方

8月 縁の下の力持ちで活躍。
結果が何倍にもなって返
ってくる●水ようかん
9月 活躍が注目され、成長
著しいひと月。嬉しい
サプライズも☆ブルー
10月 情報収集力がアップ。よ
いご縁を引き寄せる可能
性大◆メッセージカード

8月 元気を取り戻す。新しい
アイディアをどんどん行
動に移して●レモン
9月 順調運。お付き合いが増え
多忙に。散歩やプチ旅行で
気分転換〇オープンカフェ
10月 やり残しを片付けること
が次へのステップに。部
屋の整理も吉◆体重計
8月 プライベートを充実させ
るとき。楽しむことに時
間を投資して吉☆ゴールド
9月 再チャレンジのビックチ
ャンス。ターゲットを絞
ってトライ〇高台の公園
10月 人気運が最高潮。取り組
んできたことにひとまず
結果が出る●エビフライ

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

8月 仕事運好調。迷ったら経
験者に相談。期待以上の
回答が☆シルバー
おい
9月 気楽に過ごすひと月。
しい食べ物や趣味でリラッ
クス〇夕日の見える場所
10月 行く手に壁を感じるかも。
マイナーチェンジが幸運
のカギ●マッシュルーム
8月 リセット運。初心に戻り
秋以降の計画を練り直し
て◆スキンケア用品
9月 コツコツ作業がはかどると
き。手間暇かける楽しさ
を味わう〇ホームセンター
10月 今年一番の活発な運気。
何事も率先して即行動で
成果を出す●お寿司
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九星 3ヵ月 占い
！
大好評

8月 生活や健康を見直すと
き。身体に良い習慣を一
つ始めて☆イエロー
9月 活発な運気。オフィシャ
ルな活動で成果を上げ大
満足〇フィットネス
10月 楽しく遊ぶことで運気が
UP。気の合う仲間と話
が弾む●チキン料理
8月 表現力が冴える。アート
や音楽など創作活動でス
トレス解消〇美容院
9月 じっくり取り組むとき。
直ぐには前に進まなくて
も焦らず◆ヨガマット
10月 家庭運がアップ。お家で
過ごす時間を工夫して楽
しむ☆ブラウン

ちいきには、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
昭和の面影も残るアーケード商店街、
大森銀座と周辺を訪ねます。
（写真・文＝山田智士）
2021年 8月～2021年10月
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田

8月 社交運が好調。素敵な頂
き物や嬉しい知らせが
次々舞い込む☆グリーン
9月 本当の気持ちを見つめ直
す。オンオフの切り替え
を上手に●ヨーグルト
10月 リーダーとなり活躍する
運気。思い切って大胆に
進めてOK◆腕時計
8月 想定外の出来事があるか
も。ゆとりを持った計画
がおすすめ◆収納ケース
9月 決断が必要なとき。考え
るよりも感じることを優
先して☆ラベンダー
10月 充電運。バスタイムと睡
眠をたっぷり取って運気
も回復●豆腐料理

大

2021 年あき号（通巻 68 号）

