勝海舟が大森に刻んだ
67
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

幕末・維新の痕跡

バックナンバーはウェブで！

も︑
小泉次太夫の六郷用水の
末流であった︒
大雨で増水し

り

央通

桜新道

ばし

井中

はた

入新

や

たその大どぶの水が退くと︑
線路の辺りからどぶに降り
て︑どぶ川の中を歩いて︑正

ひとのいとなみ

2面のご案内

馬込で辿る農村の面影

[五体の大佛が見守る大井のくらし]

養玉院如来寺

[時の移り変わりを感じて]

大森銀座商店街

年の大水害では多摩川が でいなかったことが、被
氾濫し、大森地域まで浸 害が大きくなった一因と
水被害を受けた。明治維 言われている。この水害
を契機に、多摩川では大
規模な河川改修が行われ
たが、その最中、再び大
水害に見舞われる。
大正６年の大水害では、
台風の東京接近時に東京
湾の満潮時と重なったこ
とで、大規模な高潮が発
生した。現在の大森本町
から森ケ崎にかけての沿
岸部の家屋が軒並み流さ
れるという甚大な被害
だった。大正時代の末期
から沿岸部の護岸が補強
されていった。

vol.

門からは入れないガス電の

した水が浸み込む余地が
なくなり、洪水の被害が
大きくなっていく。１９
１０（明治 ）年と１９
１７（大正６）年の２度
にわたって発生した大水
害は、広く関東一帯に大
きな被害をもたらしたこ

2021年8月
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2021年11月
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vol.

工場にまでタモ網を持って

なり、翌年は飢饉となり
不作となった。にもかか
わらず、時の領主木原氏
は厳しい年貢の取り立て
を行ったことが発端とな
り、義民六人衆事件が起
きている。
明 治 以 降、低 地 部 の 田

京浜急行本線
平和島駅

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 ２ 年 2 月

７０

～大森の水路と水害
第一京浜を跨ぐ大水路
掬いながら行くと︑
大きな鯉

で、河川や水路から出水 と呼ばれている。明治

が採れた記憶が少年の中の 畑 が 宅 地 化 さ れ る こ と と か ら、
「関 東 大 水 害」
わたしにはある︒ ――

している。

て︑磐井神社の横を流れる
大どぶが海に出るところ
に︑十 隻 ほ ど の ボ ー ト を
舫ったボート屋があった︒
篠崎君にボートの漕ぎ方を
教えられた︒夜のボートに
二人で乗った︒小町園や悟
空林も︑再び高級料亭とし
て賑わっていた︒料亭から
突き出したように小さな桟
橋が架かっていた︒その幅
の狭い桟橋の上で︑米兵が
三味線に合わせて踊るのが
見えた︒ ――

八幡橋が架かっていた水
路の北側にあたる、現在
の京浜急行本線「大森海
岸」駅の西側周辺には花
街が形成されていた。小
町園や悟空林は花街に

[湧水と日照に恵まれた土地]

新後、富国強兵を目指し
て工業化が図られた一方
で、宅地化が進んだ低地
部の防災にまで手が及ん

あった老舗料亭で、戦後
の一時期はアメリカ進駐
軍の慰安所にもなってい
た。小関氏の記憶によれ
ば、これら老舗料亭から
水路に小さな桟橋が架
かっていたということに
な る。そ し て、戦 前、東
京瓦斯電気工業のあった
場所はアサヒビール大森
工場へと変わっていく。
東京オリンピック、その
後の高度経済成長による

急速な都市化の進展によ
り、六郷用水やその末流
は下水道管の整備によ
り、地上から姿を消して
いく。京浜急行本線から
西側の方面は徐々に埋め
立てられ道路に代わり、
第一京浜国道から平和島
運河に至る区間は昭和
年代後半に埋め立てら
れ、現在「八幡橋児童公
園」となった。
八幡橋が架かっていた
かつての水路は、現在、
上品な梅の香りが漂う緑
道となり、その地形を今
に留めている。

▲磐井神社北側の緑道。

勝島南運河

橋

空襲で焼け落ちて廃墟
――
となったガス電の下を通っ

八幡通り

国道には橋はない。
元 町 工 場 の 旋 盤 工 で、
ノンフィクション作家で
ある小関智弘氏は『東京
大森海岸ぼくの戦争』の
中で、現地周辺の思い出
を次のように振り返って
いる。

五黄土星

八幡

43

↓

43

磐井神社
清花公園

大森駅東口からそのガ
――
ス電の工場のまんなかを

九紫火星

四緑木星

イトー
ヨーカドー
大森店

通って京浜急行の線路沿い

八白土星

三碧木星

大森北
公園

※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。

にある磐井神社︵八幡様︶の

昭和戦前期の地形図を見
てみると、第一京浜国道
を横断するように水路が
表記され、橋のマークが
表記され、大森区詳細図
（復刻版）
には、
確かに
「八
幡橋」との記載がある。
小関氏の著書の記載通
り、京浜急行本線をまた
いで西側に向かって水路
が伸びており、戦前、自
動車や航空機などを手が
けた東京瓦斯電気工業内
に水路が通っていた。
戦前の大水害

八幡橋児童公園
大森海岸通り

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

入新井公園

大森海岸駅
(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。

脇から海に注ぐ︑
我が家の前

七赤金星

二黒土星

大森ベルポート

森のあちこちに、
六郷用水の末流の
戦後を見てきた水路
水路が残っていた一方、
水害に度々見舞われてき
戦後、八幡橋が架
た。江戸時代の１６７４
かっていた水路に
（延宝２）年、新井宿村
は多摩川の氾濫により農 ついて、小関氏は前述書
作物が一切収穫できなく の中で、次のように述懐

▲八幡橋児童公園はかつてボートが係留する水路だった。

のよりずっと大きなどぶ川

六白金星

一白水星

大

浜急行本線「平和
島駅」東口の目の
前を走る第一京浜国道の
横断歩道を渡り、品川方
面 に 歩 を 進 め る。す る
と、右手にビルとビルと
の谷間にひっそりと児童
公園がある。その名は
「八
幡橋児童公園」
。しかし、
その公園名にふと疑問が
わく。目の前の第一京浜

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

www.oomori-cafe.com

・大森区史 東京市大森区役所
１９３９
・
﹃大森區詳細図 復(刻 大東京
三十五区分詳図 ﹄)昭和礼文社
２００３年

︻参考文献︼
・小関智弘﹃東京大森海岸 ぼく
の戦争﹄筑摩書房 ２００５年
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地図などから推定される水路の跡
九星の出し方

5月 段取りや計画が着々と
進む。技術を身に着け
充足感を味わう〇農園
6月 発展運。情報処理のス
ピードを上げて流れに
乗る◆ロボット掃除機
7月 友達との心地よい時間が
楽しめる。夏の旅行で非
日常を味わって☆グリーン

▲この先、水路はイトーヨーカドー大森店
方面へ屈曲していたと推察される。

八幡橋が架かっていた水路跡

終

5月 踏ん張り時。神社を参拝
してエネルギーチャージ
を●ドーナツ
6月 お金について学ぶとき。
家計の見直しや金融商品
のリサーチを〇デパート
7月 転換運。思い切って新た
なステージへとステップ
ＵＰ☆アースカラー
5月 ペースダウンする月。
結果は出ずとも力を蓄
えること〇バスルーム
6月 誠実さが大切なとき。人
の役に立つことに積極的
にトライ☆テラコッタ
7月 素早い連絡がツキを呼
ぶ。返信を即返して運
をゲット●トマト

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

5月 長いこと待った良い知ら
せを受け取るとき。苦労
が報われる〇カフェ
6月 見直しの月。断捨離や取
捨選択をすることで更に
開運◆体重計
7月 忙しく充実。エネルギー
切れを防ぐための休養
も確保して☆水色
5月 体調に波があるとき。課
題には焦らずじっくり取
り組む◆チェック柄
6月 感性が目覚める月。自分
らしいデザインやこだわ
りを追求☆ハープル
7月 ＬＯＶＥ運好調。大切な
人やモノと過ごす時間を
増やして〇川のほとり

71

九星 3ヵ月 占い
！
大好評

5月 元気いっぱいの月。新し
いことにチャレンジして
気分爽快●炭酸水
6月 願いが叶う幸運なとき。
受け取る準備と感謝の
気持ちを〇ベランダ
7月 仲間に助けられる。たま
には甘えて吉。胃腸に注
意を●ぬか漬け
5月 豊かさを味わうとき。ど
んなことも楽しむ姿勢が
吉と出る☆ゴールド
6月 新しいチャンスと出会う
月。色々な可能性を模索
して〇高層タワー
7月 学業運アリ。資格取得や
試験で望んだ結果が得ら
れそう●マンゴー

京

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。今回は第一京浜
国道に架かっていた八幡橋と
その水路に迫ります。
(文・写真＝クラカタヒロシ)
202２年 5 月～202２年7月

ドキ
大森 ド キ
高

先生の
紫央
田

5月 自分の意見に固執しが
ち。周囲とのバランスを
大切に●ヨーグルト
6月 ビジネス運好調。リーダ
ーシップをとり交渉を有
利に進めて吉◆革小物
7月 趣味や遊びで大活躍の
月。仲間と楽しい時間を
過ごして〇レストラン
5月 職場で大抜擢があるか
も。大胆に自分をアピー
ルして◆アイライナー
6月 疲れが出やすい月。質の
良い眠りや癒しの時間を
大切に☆ピンク
7月 家庭運ＵＰ。部屋を整え
て居心地のよい空間を
楽しんで●水ようかん

八幡橋

2022 年なつ号（通巻 71 号）

