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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
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▲寺院の山門と松の木。
住宅街の真ん中に位置している。

つれ、江戸湾防衛拠点の
台場築造計画が進むと、
境内はその拠点としても
利用されるようになる。
更に幕末の混乱のなか
で、敷地は徐々に縮小、
明治維新以降は運営苦に
も陥る。
そこで寺を維持するため
に檀家と共に移転を計画
し、大井の土地を購入。
１９０７（明治 ）年に
は建物の移転が完了し、
翌年には落慶している。
一方、養玉院は千代田区
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大手町のあたりに位置し
ていた、平安時代から続
さんみゃくいん
く三藐院に始まる。１６
さん
２６（寛永３）年に「三
みょう
明院」に、１６６３（寛
文３）年には「養玉院」
に改称している。
江戸時代以降は、江戸と
その周辺の都市開発の影
響をうけて度重なる移転
を経験する。慶長年間
（１
５９６〜１６１５）には
江戸城周辺の都市計画工
事により上野山内へ移
転、１６９７（元禄 ）
年には屏風坂下に移転す
るが、翌年の元禄火災で
被災し二町ほど北の坂本
で寺院を再建した。ここ

野菜の供給源となる農村
でもあった。
し か し、１ ９ １ ４（大
正３）年の大井町駅の開
業や１９２３（大正 ）
年の関東大震災、明治後
期から活発になった海岸
地域での工業地化が、寺
院周辺の農村部を徐々に
住宅地化させて
いったようだ。
養玉院が移転し
た直後に起きた関
東大震災で被災し
た人達が住居を求
め、東京市外への
転出が増加した。
結果として、近郊
地域で急激な人口
増加につながっ
た。震災の影響が
少なかった品川地

★２つの寺院のあゆみ★
時期
養玉院の出来事
如来寺の出来事
平安時代ごろ
三藐院が大手の地に創建
慶長年間
（1596-1615）
年
上野へ移転する
寛永3
（1926）
年
三明院として始まる
寛永13
（1936）
年 高輪の地に如来寺が創建
寛文3
（1663）
年
改称して養玉院になる
（1697）
年
屏風坂下
（台東区）
へ移転 元禄10
元禄12
（1699）
年
坂本へ移転する
敷地の一部が御用地として
慶応2
（1866）
年 ←召し上げられる
慶応3
（1867）
年 英公使館から騎兵駐屯建設
願い申し入れ
明治37
（1904）
年 大井に土地購入
移転が完了する
明治41
（1908）
年
大正9
（1920）
年
大井に移転を開始する
大正11
（1922）
年
移転が完了する
大正12
（1923）
年 関東大震災が発生する
大正15
（1926）
年 合併により
「養玉院如来寺」
が誕生する

じ

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

※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。

三間通り

︵都営
浅草線
︶

(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。

らい

大佛を囲む大井の地

大仏」
とも呼ばれていた。
寺院は火災を２度経験す
るが、その都度同 じ 場 所
で再建し名所として賑わ
いを見せてきた。
しかし、幕末が近づくに

大

にょ

歴

ない。寺には他にも多数
の仏像・寺宝が納められ
ており、中には寺院を手
厚く支援した対馬宗家一
族に関する美術品も含ま
れる。室町時代から江戸
時代にかけての一族の書
画が一括して残る珍しい
例だ。
この寺院の主たる特徴は
２つのルーツがあるという
点だ。ひとつは高輪（港
区）にあった「如来寺」
、
もうひとつは、大手（千代
田区）や下谷（台東区）に
あった「養玉院」
。異なる
歴史と事情を背負った両
寺院が大井のまちの一つ所
に安置された。見上げるほ
どの仏像が住宅街に佇む
理由にはこの珍しい成り
立ちが関わっていそうだ。

九星の出し方

13

高輪の如来寺、
上野の養玉院

これま
11月 注目が集まるとき。
での積み重ねの成果が表
れ評価される●コーヒー
12月 年末の慌ただしさに疲れ
を感じそう。
早めにヘル
プを頼んで◆加湿器
1月 節約や貯金が上手になる。
備品や用具の点検や修理
修繕も吉●五目ごはん

史を辿ると、どの
時代でも祈りの場
を末永く繋ごうとしてきた
寺院の想いを感じられる。
如来寺は、１６３６（寛
もくじきたんしょう
永 ）年、
木食但唱によっ
て高輪の地で開かれた。
冒頭の五智如来像は但唱
の手によって彫られ、創
建当時から安置され「芝

11月 リベンジのチャンスのとき。
一度やってできなかったこ
とに再トライ◆クリップ
12月 来年も続ける縁、今年で
最後にする縁の取捨選択
をする一カ月〇映画館
瞑想やマインド
1月 充電運。
フルネスのメンタルケア
もおすすめ☆ホワイト

▲参拝者を迎え入れる大佛。2018年9月に修復され、
黄金の輝きを取り戻した。

される５体の仏像「木造
ご ち にょ らい ざ ぞう
五智如来坐像」に由来す
る。大きな仏像といって
もその大きさは多くの人
の想像を遥かに上回るだ
ろう。なんと約３メート
ルの仏像が横一列に並ん
でいるのだ。金箔に彩ら
れ、暗い御堂の中でも厳
かな光を纏っている。御
堂に一歩入った瞬間から
眼差しが真上から注がれ
る形になり、その雰囲気
に圧倒される人は少なく

11月 レジャー・恋愛運が好調。
思い切り楽しんで気持ちも
スッキリ〇テーマパーク
山が動くとき。
課
12月 変化運。
題としていたことに解決
の兆しが◆リュック
表
1月 創作活動にツキあり。
現に磨きがかかり作品が
評価される☆パープル

いん
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社
11月 前向きに過ごせるとき。
会貢献の場や職場でリー
ダーシップを発揮〇役所
12月 美味しい食事とお酒に縁ア
リ。
年の終わりは楽しい気
分で過ごせそう☆レッド
1月 変化を取り入れることが開
運に。次へのステップへの手
がかりをつかんで●ビーフ

う。寺院がある場所は、
しの や
震災と近代化
大井村字篠谷亀子山と呼
農村から住宅街へ
ばれていた丘陵地で、水
き な 仏 像 の 登 場 田と畑に囲まれていた。
に、地 域 の 人 々 は 大正期に入っても文明開
どれほど驚いたことだろ 花の波を受けず、江戸期
の様式をそのまま継承し
た形で生活が営まれてい
た。東京市で消費される

五黄土星

11月 一年を振り返るのによい
月。やり残しの実行と新た
な目標の設定を☆イエロー
12月 仕事や勝負に追い風が吹
くとき。大胆な決断や行
動も吉とでる●りんご
1月 人間関係運好調。リラッ
クスした会話が楽しく笑
顔があふれる◆歯ブラシ

九紫火星

四緑木星

11月 今年一番の幸運がめぐる
とき。積極的な交流や会
話が開運のカギ●春雨
12月 周囲からの協力を得られ
るひと月。満足した年末
を迎えられる☆グリーン
1月 体力気力充実し、働く意
欲満々。上司や先輩から
の応援も期待大〇神社

八白土星

三碧木星

11月 先手必勝でエネルギッ
シュに頑張れる。新しい
チャレンジを☆ブルー
12月 年内に様々な問題に決着
がつく。不意の事故やケ
ガに注意◆マフラー
1月 自己主張が強くなると
き。内面を見つめ直し問
題点を整理して●甘酒

七赤金星

二黒土星

11月 平凡ながら安定運。日々
続けていることが育って
ゆく手ごたえ☆ブラウン
12月 やる気が出てくるとき。
明るい色の服やメイクが
幸運を呼ぶ◆うがい薬
1月 好感度がＵＰしよいご縁
に恵まれる。人の繋がり
で人生に変化を〇郵便局

六白金星

一白水星

11月 すぐには答えがでないと
き。時間が解決してくれ
る●コンソメスープ
12月 穏やかな気持ちで過ごせ
る月。ボランティア活動
がおすすめ◆家族写真
1月 目立つ行動は裏目に出そ
う。準備や下調べは念入
りに〇家電量販店

おおぼと け

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

ぎ ょく

高田紫央先生

馬

よう

九星 3ヵ月 占い

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。今回は住宅地の
真ん中に座している大きな仏
像のルーツを探ります。
(文・写真＝中村愛)

五体の大佛が見守る大井のくらし

2021年11月～2022年1月

住宅街の真ん中に

！
大好評

ドキ

込駅から北東に進
むこと約 分。新
幹線が走る音が微かに響
く品川区西大井の住宅街
おおぼとけ
の真ん中に、「大井の大佛」
や「荏原七福神めぐり」
で親しまれる天台宗の
ようぎょくいん にょらい じ
寺院「養玉院如来寺」が
ある。
「大佛」の呼び名は、境
ずいおうでん
内奥の「瑞應殿」に安置

大森 ド キ
っと一息
♪
ちょ

先生の
紫央
田

養玉院如来寺

2021 年ふゆ号（通巻 69 号）
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は今の上野駅と鶯谷駅を
結ぶ線路の中間にあたる
場所。この土地も安住の
地ではなかったようだ。
大正年間の鉄道開通に
伴う敷地整備工事のた
め、養玉院は再び移転を
余儀なくされることに
なった。寺院が次に落ち
着くための場所として選
んだのが、大井だった。
移転先は先に落慶してい
た如来寺境内の一部。１
９２２（大正 ）年には
移転が完了した。
その後、１９２６（大正
）
年に両寺院は合併し、
「養玉院如来寺」として
ひとつになる。

域も例外ではなく、江戸
の面影を残す農村地帯
は、寺院が移転してきた
後、次第に様相を変え、
耕地面積が減少、時間を
かけて現在のような住宅
街が広がる地域になって
いったのだ。
命と生活を維持するため
に辿り着いた人々は、大
佛に生活の安全を願い、
寺院とともに祈りを繋い
できたのだろうか。大仏
の眼差しは、大井の暮ら
しの平穏を、これからも
静かに見守り続けていく
だろう。

︻参考文献︼
・
﹃品川区史通史編︵下︶﹄
東京都品川区 １９７４
・
﹃大井に大仏がやってきた！
ー養玉院如来寺の歴史と寺宝ー﹄
品川区立品川歴史館 ２０１３
・
﹃品川区資料 品川の地名﹄
品川区教育委員会 ２０００
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2面のご案内
ひとのいとなみ
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 2 1 年 8 月

68

大森銀座商店街
[時の移り変わりを感じて]

２ 1 年 ５月
vol.
情に2 0棹させば流され

勝海舟が大森に刻んだ
67
る。智に働けば角が立つ。
幕末・維新の痕跡

vol.
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2021年2月

磐井神社

[変わりゆく大森の海岸を見守り続けて]
vol.
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2020年11月

馬込文士村
[見出された郊外]

バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

