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刻まれた「名前」が
伝える 街の賑わい

ようになる。旧東海道か
らまもなく江戸に入ると
いう場所、そして新しい
世へと移る時代に「武運
の神」を祀る八幡信仰が
大森の地にやってきたの
だ。江戸に出入りする人
が増え、多くの人が参拝
に訪れたことだろう。江
戸後期の天保年間に刊行
された江戸のガイド本
『江戸名所図会』にも「鈴

▲境内は明るく落ち着いた雰囲気の「磐井神社」

代以降は元々地元
で親しまれていた
「八幡」の地名が各所に
現れてくる。その歴史を

八白土星

の森八幡宮」が記されて
おり、挿絵には鳥居の前
の道を多くの人が行き交
う様子が描かれている。

境内にあった、海岸近く
にありながら真水が湧く
井戸が、行き交う旅人の
喉を潤し続けた中で生ま
れたのだろう。
「鈴石」は鈴ケ森の地名
の由来となったと伝えら
れる石だ。公開はされて
いないが、打つと鈴のよ
うによい音色がするとい
う。複数の史料によると
由来は八幡の神として祀
じん
られる応神天皇の母、神
ぐうこうごう
功皇后まで遡るとされ、

水浴場は「大森八幡海岸
海 水 浴 場」
、そ の 後、京
浜電気鉄道（現在の京浜
急行電鉄）が開設した駅
も「八幡駅」だ。この地
域は戦前に東京近場のレ
ジャーとして人気を博
し、多くの人が訪れた。
しかしその後、海水浴場
は軍需で海岸沿いが工場
地帯化したことにより海
洋汚染が起きて閉鎖、駅
も１９４４（昭和 ）年
に廃止となった。今は公
園や通りの名前の中にい
くつか「八幡」の名残が
残っている。
境内にはひとつの稲荷社
「海豊稲荷神社」
がある。
たまがき
この社を囲む古い玉垣に
は様々な名前が刻まれて
い る。１ ９ ６ ９（昭 和
）年に寄進されたもの

2面のご案内

馬込文士村

[見出された郊外]

その由緒や神秘性ゆえに
人々の間で有名になった。
この「鈴石」の存在から
「鈴ケ森」の地名に至る
ま で の 流 れ を、
『大 田 区
にいくら
の 史 話 そ の ２』で 新 倉
よしゆき
善之氏が次のように考察
する。

ひとのいとなみ

で、刻まれているのは、
大森海岸周辺のレジャー
と共に戦前に栄えた料亭
や芸妓置屋の名だ。神社
の北から海側にかけて存
在し、１９３５〜１９４
１（昭和 〜 ）年に最
盛期を迎えた花柳界。花
街の存在は「大森海岸小
唄」という歌とともに世
間に広く知れ渡っていっ
た。そんな中で商売繁盛
を願っていた商人や芸妓

馬込桜並木
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2020年2月

[東京のローカル線・変わる池上駅]

池上線・池上駅

２ ０ 年 ５月
vol.
情に2 0棹させば流され

[日本一の巨大空港]

[内川の流れに思いを馳せて]

www.oomori-cafe.com

バックナンバーはウェブで！

「鈴石がある神社の森」
の意で通称鈴森が生まれ
たか、南に「大森」の地
名があることも影響した
の で は な い か。
「鈴 森」
呼びは江戸開府以降だ
が、江戸初期からすでに
鈴森と書いて「すずのも
り」と呼んでいたと考え
ら れ る。そ の 後、
「の」
が「ケ」へと徐々に変化。
江戸後期には「鈴ケ森」
として文政年間（１８１
８〜１８３０）の複数の
紀行文にも登場したこと
から、この頃には地名や
磯の名前として定着した
と見られている。

vol.

2020年8月
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「鈴ケ森」の
由来となった「鈴石」

井神社は様々な形
で土地の記憶に残
り続けてきた。磐井の井
戸は「この井戸水を飲む
と 心正しければ清水 心
よこしま
邪ならば塩水」という伝
説で知られる。かつては

辿ると、かつてのまちの
賑わいを感じられる。
明 治 初 期 の 地 図 に は、
境内周辺に「八幡」とい
う地名が見られた。１８
９１（明治 ）年頃に東
京湾で初めて作られた海

九紫火星

五黄土星

八幡

変わりゆく
大森の海岸を
見守り続けて
四緑木星

磐井の井戸

65

たちの存在を、玉垣は現
代に伝え続けている。
大森海岸の栄枯盛衰を
見守ってきた磐井神社。
これからの百年、
千年先、
神社はこの街のどんな姿
を見守り続けていくのだ
ろうか。

▲国道沿いにひっそりと佇む
『磐井の井戸』
、
元はここも境内だった

・情報紙﹁大森まちづくり
カフェ﹂
２０１２年なつ号
通巻 号 ２面
﹁大森の地霊 大森に海水
浴場のあったころ﹂

︻参考文献︼
﹄
・ブログ記事﹃転点 notes
﹁ウォーターフロントの花街
大森海岸﹂加藤政洋
２０１３
https://machiwalk.exblog.
jp/18602092/
・
﹃大田の史話 その２﹄
大田区史編さん委員
新倉善之 １９８８

▲朱色で玉垣に刻まれる料亭や芸妓置屋の
名前

磐井神社

磐

昭和10年代の磐井神社周辺

磐井神社
三碧木星

16

歴史ある神社
江戸の名所にも

18

二黒土星

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 0 年 1 1 月

10

八幡駅
19

大森海岸駅
※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。

芸妓置屋が
集中

44

大森駅

数々の
料亭が
集まる

例) 昭和51年生まれ 5＋1＝6
12ー6＝ 6 (六白金星)

０年以上の間も参拝者を
迎え入れてきた歴史ある
神社だ。
磐井神社の創立は５７
３（敏達天皇２）年頃。
社名は、平安時代中期の
９２７（延長５）年に完
えん ぎ しき
成した法典『延喜式』内
に、官社のひとつとして
列記されている。
徳川家康が江戸に入府
したのは天正
１(５９
０ 年
) 。この天正年代に
は、山 城 国 男 山 八 幡 宮
現
( 在の京都・石清水八
幡宮 か
) ら八幡大神が移
遷され、
武蔵国の総社「鈴
森八幡宮」とも呼ばれる

六白金星

一白水星

24

(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。

浜急行電鉄の大森
海岸駅を下車し、
第一京浜沿いを５分ほど
歩く。すると左手に石造
りの井戸が、右手に大き
な銀杏の大木が見えてく
る。道沿いに構える鳥居
の前で一礼をして参道に
入ると、高い格式を感じ
させる社が鎮座してい
る。「磐井神社」または「鈴
ケ森八幡宮」と呼ばれる
この場所は東海七福神巡
りで訪れる人も多い。変
わりゆく街の中で１００

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

広がる「 羽田 」
63
滑走路に眠るまちと共に
る。智に働けば角が立つ。

・
﹃東京 花街・粋な街﹄
上村俊彦 ２００８

32

九星の出し方

2月 吉凶混合運。中身を固
める時期。動かず期が
熟すのを待つ●味噌汁
3月 ワンランク上を狙えると
き。上質なモノを生活に
取り入れて☆シルバー
4月 楽しい出来事と笑顔があ
ふれるひと月。積極的に
お出かけを◆電子マネー

2月 勝負強さが光るとき。
堂々とした振る舞いを
心がけて◆ニット帽
3月 家計の見直しをするとよ
いとき。金運がアップし
臨時収入も☆ゴールド
4月 試行錯誤は夢実現への
第一歩。マイペースを
守ってOK●牛タン
2月 内面を充実させるとき。
趣味に没頭してストレス
解消も吉◆ひざ掛け
3月 堅実運。面倒な作業もコ
ツコツこなすことが成功
への道●牡丹餅
4月 チャンス到来。フライング
といわれてもめげずに早め
に行動〇ジューススタンド

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 目標達成。努力が報わ
れ、抱えてきた問題が
解決する◆書類ケース
3月 1人で静かに考えると
き。方向性を定めること
に時間をかけて●しらす
4月 順調運。よい習慣を継続
することが運を開く力に
なる☆オレンジ
2月 魅力を発揮し縁が広がる
とき。積極的に情報発信
を◆オンラインセミナー
3月 大掃除や断捨離が大発展
のきっかけに。計画的に
実行を☆ブラウン
4月 仕事運好調。先輩から目
をかけられ昇進もアリ
〇コインランドリー

vol.66

九星 3ヵ月 占い
！
大好評

2月 身内や親戚の絆を感じる
とき。お祝いやお礼の挨
拶を忘れずに☆乳白色
3月 直感力が冴えるとき。
音楽や絵などの創作活
動もおすすめ〇薬局
4月 愛情運がUP。パート
ナーと楽しい時間を過ご
せそう●お刺身
2月 スピーディに流れが展
開する。計画をどんどん
実行に移して●いちご
3月 好調。うまくいってい
るときほど謙虚に感謝
を周囲に伝えて◆花柄
4月 調整が必要なとき。身体
のメンテナンスに時間と
お金を投資●レバー

ちいきには、
人のいとなみが土地の
記憶として残っています。
今回は
「磐井神社」と周辺地域の歴史をた
どります。
（文・写真＝中村 愛）
2021年 2月～2021年4月

ドキ
大森 ド キ
高

先生の
紫央
田

2月 肩の力を抜いてリラック
スできる。人気運もあり
HAPPYな月●カレー
3月 大きな変化の起こると
き。流れに乗って大き
く前進〇トランクルーム
4月 積み上げた業績が認め
られ注目される。充実
感を味わって◆手鏡
2月 外より内にツキがあると
き。家で過ごす時間を充
実させて開運◆ブーツ
3月 新しいことにチャレンジ
するとき。即断即決で進
めて◆ストップウォッチ
4月 人間関係運がUP。旧知
の仲間に連絡を取って情
報をシェア〇窓側の席

京

2021 年はる号（通巻 66 号）

