梅

今、梅を観るなら
池上へ

和田建樹が作詞して発表
された『地理教育・鉄道
唱 歌』
（第 一 集）は「汽
笛一声 新橋を 」
…の歌
い出しで知られるが、泉
岳寺に眠る赤穂義士の話

～大森と梅のゆかりを感じて～

の魅力を感じるに
は絶好の時期。大
田区立池上梅園までぜひ
足を伸ばしたい。都営地
下鉄浅草線の西馬込駅か

八白土星

三碧木星

ひとのいとなみ

[佐伯山緑地]

2017年2月
vol.

いすゞの歩み 大森の歩み

[いま大森で見られるホタル]

ホタルの面影を追って

幕末の立会川

www.oomori-cafe.com

バックナンバーはウェブで！

[若き日の龍馬が歩いたまち]

学校の校章には、八景園
の梅を模したデザインが
公募で採用された。作者
は同校の第一期生である
中佐知子さんで、その花
弁 で 大 森 の「大」
、輪 郭
で数字の「３」を表現し
たという。この秀逸な校
章はもちろん今でも受け
継がれている。そして、
１９７６（昭和 ）年、
梅は「大田区の花」に制
定された。古くから土地
になじんできた花である
ことがその理由で、実際
に区内では民家の庭木と
しても見る機会が多い。

[いすゞ自動車創立80周年]

・大田区史編さん委員会 編
﹃大田の史話 その２﹄
︵東京
都大田区・１９８３︶
﹁鉄道唱歌﹂
・中村建治 著﹃
の謎﹄︵交通新聞社新書・２
０１３︶
・東京都大田区ウェブサイト

http://www.city.ota.tokyo.jp
・大田区立大森第三中学校
ウェブサイト
http://oomoridai3-js.otaschool.ed.jp/
・ウェブサイト﹁馬込文学マ
ラソン﹂
http://www.designroomrun
e.com/

のくず餅を味わい、最後
﹁梅屋敷﹂については︑
※
※
︵ vol.30
﹁梅は
に天然温泉の黒湯で暖ま バックナンバー
るのが早春の池上散歩の こ れ か ら も 咲いていく 〜
梅屋敷物語〜﹂もご覧くだ
醍醐味だ。この土地と梅 さい︒
が歩む歴史に思いを馳せ
２
※ 池上周辺の天然温泉
て歩こう。
の黒湯は﹁久松温泉﹂
﹁久が
原湯﹂﹁桜館﹂
など︒
︻参考文献︼
詳しくは
﹁東京銭湯マップ﹂
・大田区史編さん委員会 編 ︵
http://www.1010.or.jp
﹃大田の史話﹄
︵東京都大田
︶
へ︒
/map/
区・１９８１︶

ていた。氏の没後、庭園
として残すことを条件に
東京都に譲渡され、その
後に移管を受けた大田区
が１９７８（昭和 ）年
に梅園として一般開放し
た。園 内 に は 約 ３ ７ ０
本、 種類あまりの梅が
植えられ、１月に咲くロ
ウバイに始まって二ヶ月
ほどの間、紅梅、白梅が
代わる代わる楽しめる。
梅の香を感じ、本門寺と
その界隈を巡って、名物

vol.

2017年5月
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2017年8月
vol.

佐伯矩が愛した地

53
▲大田区立大森第三中学校の
校章。
（同校ウェブサイトより引用）

正 ）年に宅地分譲され
てその短い歴史の幕を閉
じた。現在、跡地の一部
にあたるマンションにそ
の名が掲げられている
が、その面影はほぼ皆無
といってよい。
１９４７（昭和 ）年に
開校した区立大森第三中
22

53

50

51

2面のご案内
13

30

題や品川の海辺の眺めに
触 れ た 後、
「梅 に 名 を 得
し大森を 」
…と続く。
さ て、こ の 大 森 の 梅 は
どこに咲いた梅を指すの
だろうか。

たるこの地には、戦前、
日本画家・伊東深水の自
宅兼アトリエがあったと
いうが、戦災で焼失。そ
の後、築地の料亭経営者
である小倉誠が南側に拡
張し、邸宅として使用し

▲地形の妙も楽しめる園内
（写真：髙道智子）

広がっていた畑地など約
１万坪を買収し、絶景自
慢 の 遊 園 地「大 森 八 景
園」を開いた。ここに植
えられた梅の美しさが広
く評判となり、鉄道唱歌
にも反映されたとの説が
有力だ。一時期は近隣の
多くの学校が遠足に訪
れ、園内の料理屋も繁盛
して名所となったが、関
東大震災後に都市化の波
が押し寄せ、
１９２４（大

梅屋敷駅

に感じるが、最短コース
なら約３ 。龍子記念館
や佐伯山緑地に立ち寄
り、ぶらぶらと坂道の風
情を楽しみながら向かう
のもいい。
さて、本門寺の裏山にあ

「梅屋敷」跡

大森八景園の梅

五黄土星

池上駅

８ ８ ４（明 治 ）
年、久我邦太郎と
いう人物が現在の大森駅
西口の天祖神社裏一帯に

ら第二京浜（国道一号）
沿いに徒歩 分ほど。東
急バスなら〈森 ・ 〉
（上
池上循環）の「大坊前」
、
ま た は〈反 〉
（五 反 田
駅～川崎駅西口北）の「本
門寺裏」下車が近い。大
森駅からはやや遠いよう

九紫火星

四緑木星

川
吞

１

大森の梅にまつわるスポット

52
１

17

西馬込駅

※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。

池上梅園

km

大森
ベルポート

06
07

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

え

七赤金星

二黒土星

２

「大森八景園」
跡

10

01

(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。

５４

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 7 年 1 1 月
2

で梅が栽培されていたこ
と や、
「和 中 散」の 本 舗
所在地が滋賀県栗太郡梅
木村（現在の栗東市）だっ
た縁もあり、名実ともに
江戸近郊の梅の名所とし
て知られるに至った。
時代は少し進んで１８
７２（明治５）年。京浜
間に日本最初の鉄道が開
通すると、人の流れは街
道から鉄道へと少しずつ
移ってゆく。１９００
（明
治 ）年に国文学者の大

六白金星

一白水星

九星の出し方

２月 状況が動き出すまでは
焦らず慌てずで。持病
の再発注意 ◆腹巻き
３月 ライバルに差をつける
とき。目標達成にラス
トスパート 〇スクール
４月 中吉運。花見や歓迎会
など酒の席で良い出会
いが ●ワイン

梅とともに歩む
2月 アピール力が高まる。自
分の魅力を存分に発揮し
て ◆インスタグラム
3月 疲れが出やすいとき。季
節の変わり目体調管理し
っかりと ●ワカメ
4月 粘り強くできる。自分の
ことだけでなく周囲に気
を配って ☆オレンジ
2月 外は寒いが人との交流
が楽しいとき。積極的
に外出を ◆リボン
3月 まだら模様で白黒決着
つかず。今は自分磨き
に精を出して ●甘酒
4月 貪欲に頑張れる。チャン
スを逃さず思い切って
GO ☆ゴールド

〝梅に名を得し〟
大森

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

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、春の訪れを告げる梅の花に
まつわるエピソードをお届けします。
（文・写真＝山田智士）
2月 開運期。持ち前の明るさ
とスピードでサクサク進
む ●ビネガードリンク
3月 努力が実るとき。天狗
にならず謙虚な態度で
のぞんで ◆お礼状
4月 一旦仕切り直し。ピン
チは周囲のサポートで
乗り切れ ☆イエロー

33

2月 充電期。好きな食べ物
や趣味でココロとカラ
ダに栄養補給 ☆ピンク
3月 続けることが力になる。
良い習慣を身に着ける
チャンス ●干し芋
4月 新年度早々好調な予感。
前向きな言葉が運を呼
ぶ 〇早朝営業の店

1

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

2月 天性の行動力が生きる
とき。忙しくも充実し
た毎日 〇ショールーム
3月 遊びやレジャーにツキ
あり。金運にも恵まれ
て満足 ◆電動歯ブラシ
4月 一進一退。試行錯誤し
ながら夢に近づいてい
る証 ●ローストビーフ

急線の駅名に残る
※
「梅 屋 敷」は、江
戸時代後期の１８２０年
ころ（文政初期）に大森
の東海道沿いで道中の常
備薬「和中散」を売って
いた山本久三郎が、屋敷
に盛んに梅の木を植え、
道行く客が一服できるよ
う開いた茶屋に由来す
る。古くから付近の農家

九星 3ヵ月 占い
新 連 載！

2月 これまでの状況に変化が
訪れる。見直しとやり直
しがカギ ☆ブラウン
3月 積年の悩みが吹っ切れ、
晴れ晴れしそう。身軽さ
を感じる春 ●チョコ
4月 ペースダウンしたいとき。
長期の計画にじっくり取
り組んで 〇図書館

大田区立池上梅園に咲く紅梅
2018年 2月～4月

ドキ
大森 ド キ
高

先生の
紫央
田

2月 笑顔をふりまいて周り
から大モテ。仲間と楽
しく過ごせる ☆レッド
3月 親戚や身内との関係が
深まるとき。素直に甘
えて正解 ◆格子柄
4月 不要なモノの断捨離が
吉。気持ちがスッキリ
し運気もUP 〇映画館
2月 スローライフを楽しむ。
手作り･手仕事にチャレ
ンジ 〇古民家カフェ
3月 良いアイディアがひら
めく。即実行に移して
吉 ◆お掃除家電
4月 願いごとが成就する暗
示。友人や恋人との交
流も活発 ☆グリーン

京

2018 年はる号（通巻 54 号）

