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START ! 始まり。
岐阜県土岐市と３０。一体どんな繋がりが？
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[ テーマ ]
～それぞれの始まり story ～

様々な交通手段を織り交ぜて

色んな視点から「始まり」を見つける、次世代型？マガジン。



  「はじまり」の地を訪ねて
　　　　　　　　　　　    －気がついたら阿武隈急行の旅になってた編－

　Vol.5 のテーマにもなっている
「はじまり」。今回は阿武隈急行を中心
に旅して、色々なものの始まりを経由
しつつ、桜木町駅から山形駅を目指し
ます。
　本来の計画とは全く異なる進行にな
りましたが、それも旅の魅力なんじゃ
ないかなと思って、今回はリアルな時
の経過も含めて旅行記にさせていただ
きました。早々に打ち砕かれる筆者と
それぞれの「はじまり」をお楽しみ下
さい。

Writer:kuming
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　高子駅のホームからも見える鳥居が伊達氏はじまりの
地「高子岡城跡」です。どう見ても神社ですが、その歴
史は古く、中村入道念西（のちの伊達朝宗）が奥州合戦
に参加し、その功績から伊達郡をもらう際にこの高子岡
に城を築いたとされています。
　
　阿武隈急行の各駅にキャッチフレーズのようなものが
あり、自動放送でも「伊達氏発祥の地 高子」と流れて
きます。

　この入り口にある鳥居の脇には、この高子岡城跡につ
いての看板と伊達氏スタンプコレクションのスタンプが
あります。4 箇所以上押すと抽選に参加できるようにな
るらしいのですが、ここに設置されていることを考える
と、かなり難易度が高いと思うんですが ･･････

　何となく道らしくなっている草むらを掻き分けて進ん
で行くと、途中から階段が出てきます。その階段を上っ
て行くと、八幡宮と書かれた社が出てきます。

　この八幡宮も伊達氏に関連したもので、ルーツを辿っ
ていくと、鎌倉の鶴岡八幡宮につながっていくそうです。

（勧請したのは伊達朝宗です）

　お参り後に振り向くと、高子の町が一望できますが、
それは上った人の特典ということにしておきます。

伊達氏はじまりの地　高子

道というより草むらに近い

八幡宮と書かれた社が鎮座している
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　今度は高子駅について見ていきたいと思いますが、ま
ず、阿武隈急行の無人駅には改札という機構がありませ
ん。ほとんどが道路から続く階段（高架または掘割になっ
ているため）が直接ホームに繋がっているという構造に
なっています。
　そこで問題になってくるのはどこに着地するかという
ことになるわけですが、高子駅の槻木方面ホームは他人
の畑の裏に出てきます。降りてすぐ砂利です。
　畑の脇を通って行くと先ほどの高子岡城跡にたどり着
くんですが、本当に通っていい道だったのかどうかは、
これを書いてる時も実は自信がなかったりします。

　なお、反対側は大きなロータリーがあり、住宅街が広
がっています。この住宅街は高子ハイタウンとか呼ばれ
ているそうです。かつては高子沼グリーンランドなんて
いう遊園地もあったようですが、色々ないわれがあるみ
たいで、気になった方は検索かけてください。

　今回はゲームも兼ねてコロプラ乗り放題切符を使って
いますが、全線片道乗っても 970 円なので、元を取ろ
うとするのはなかなか難しいです。あとの部分は電子
データのおまけ分と思うしかないですね。

　さて、高子の散策もそこそこにして、次は乗車する電
車の終点である富野駅を経由して丸森駅を目指すことに
しましょう。

阿武隈急行の標準型駅名板

改札が無いので直接階段がホームに繋がっている ぶどう畑の脇を通らせていただく

駅前には立派なロータリーがある

道路側から高子駅を望む

今回はコロプラ乗り放題切符を使用
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２年前のめぐり始めから今までを振り返る

呉、竹原めぐり
２０１４－２０１６

瀬戸内海と山に囲まれた ｢kure｣ で歴史に触れる

江田島まで足を伸ばして

グルメな街あるき　鉄板の魅力と華麗なる食

呉線でのんびり行く　竹原とラビットセラピー

行き方は色々　旅行計画を楽しく建てる
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呉、江田島の楽しいお出かけ情報はこちら！

マイ　フェイバリット安芸
交通アクセスなどの詳細は本誌で

マイ　フェイバリット竹原
心ぴょんぴょん竹原スタート !!

Yucchin 西日本

特集瀬戸内海と山に囲まれた

Kure で歴史に触れる

８
2016

鉄道
で行く安芸
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瀬戸内海と山に囲まれた

｢Kure｣ で
歴史に触れる
　呉市は、広島市内から見て少し南東に位置し、広島駅から呉線

で 30 分ほどで行くことが出来る。瀬戸内海に面して周りを山に囲

まれ気候穏和な港町である。この環境から、明治時代以降は、帝

国海軍、海上自衛隊の拠点となっている。また , ここ呉は「戦艦大

和」が建造された地でもあり「東洋一の軍港」「日本一の工廠」と

して知られていた。

キッカケは突然に、
雰囲気、高まる気分…ここにしかないものがある

　島 に 初 め て 降 り 立 っ た の は、

ちょうど 2 年前、2014 年の夏

の事。新幹線ではかなり通っていて、

いつかは降りてみようと考えたけれ

どもキッカケがなく月日だけが経っ

ていった。そんな中、突如として転

機が訪れた。2013 年秋、某艦隊シュ

ミレーションゲームとの出会いであ

る。進めていくうちに色々と wiki を

広 開いたり、その類の本を読み漁るよ

うになっていった。勤め先では「三

現主義」といい、現地に赴き、現物

を見て、現実を理解する、一部では

現人といい、そこにいる人たちに触

れ合うという意味で使われているが、

それに刺激され、ようやく実行した

のである。まず驚いたのが電車から

降りた時である。反対方向の列車接

近と同時に「宇宙戦艦ヤマト」のテー

マが流れ気分が高まってくる。駅か

らペデストリアンデッキを歩き 5 分、

「大和ミュージアム」と ｢潜水艦あき

しお｣ が展示されている「てつのく

じら館」が凄いインパクトで目に入

る。少し先に進むと巨大タンカーや

護衛艦、クレーンを一望できる呉湾

へ。居るだけで不思議と満たされる。
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　和ミュージアムに入って、まず

目にするのが 10 分の 1 サイズ

の戦艦大和の模型であろう。戦艦大

和には、現在も日本で使われている

大切な技術、技法がたくさん詰まっ

ている艦船である。中でも「ブロッ

ク工法」という造船する際に、一括

して建造するのではなく、いくつか

のパーツに分けて同時に製造し、そ

れを最後に組み立て完成させる技法

は現代の造船業や鉄道車両製造など

幅広い分野で今も利用される。ここ

では模型のほか零戦六二型、人間魚

雷回天、徹甲弾などが展示される。

歴史の展示では、「呉」を中心として

幕末から太平洋戦争終結までの戦史、

海軍工廠の歴史、呉の人々の暮らし

について触れることができる。

大

今も使われる技術がここに

ま だ ま だ あ る！
「Kure」のみどころ
　町で歴史ある「呉」。みどころは数え切

れないほど。大和ミュージアムを出て

向かいに、赤と黒の大きな鉄の物体が見える。

これは「潜水艦あきしお」である。2003 年の

春に除籍、「てつのくじら館」に展示され、内

部に立ち入ることも出来る。港に向かうと、

「呉湾艦船めぐり」で軍港クルージングが楽し

める。30 分のクルージングで「護衛艦さみだ

れ」や「音響測定間ひびき」等を間近で見ら

れる。山側に向かうと「呉鎮守府司令長官官

舎」へ。まさに提督の住んでいたところである。

表向きは洋風の建築であるが、裏側の居住ス

ペースは和風の日本の家そのままとなってお

り、洋風と和風のギャップに興味が沸く。国

の重要文化財として指定されている。呉港を

正面に見て斜め左側、工場とクレーンが連な

る辺りにあるのが歴史の見える丘。戦艦大和

の塔、記念碑が呉湾を見守る。丘からは戦艦

大和が建造されたドックや工場群跡が見られ

る。12 月から 1 月にかけては呉市中心部でイ

ルミネーションが行われる。「紫電改」や「赤城」

のイルミネーションもある。

港
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だのんが往く
「はじまりの路線」  ～東急多摩川線～

2016

夏 
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はじまりの路線

～東急多摩川線～

東急多摩川線 　～東急発祥の路線～  　

　東急多摩川線は、 多摩川駅と蒲田駅とを結ぶ７駅わずか

5.6km、 全区間が東京都大田区内に所在する鉄道路線だ。

　この路線の正式名称は 「東急多摩川線」 である。 これは

西武鉄道に多摩川線があるため、 頭に 「東急」 をつけて差

別化を図っている。 同線を運行する列車は 3 両編成で全列

車ワンマン運転の各駅停車という一見私鉄のローカル路線で

あるがその歴史は古く、 1923 年 （大正 12 年） 3 月に東急

電鉄の前身である目黒蒲田電鉄が目黒駅－丸子駅 ( 現在の

沼部駅 ) 間で開業、 同年 11 月の丸子駅－蒲田駅間の開業

を持って全通し 「目蒲線」 と改称された。 その後 2000 年 ( 平

成 12 年 )8 月に目黒線と東急多摩川線に系統分離され、 現

在のスタイルになっている。 系統分離された目黒線は、 東京

メトロ南北線 ・ 都営地下鉄三田線との相互直通運転 ・ 急行

運転の開始 ・ 20m 車の導入 ・ 路線の大規模近代化などが

行われてきらびやかに進化を遂げたが、 東急多摩川線は分

離後もあまり手が加わらず、 駅舎やホームなどいたる所にか

つての雰囲気を味わえる。

　そこで今回は、 東急電鉄 「はじまりの路線」 とも言うべき

東急多摩川線にスポットを当てることにした。
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 ＴＭ 東急多摩川線をめぐる 

東急多摩川線をめぐる
～はじまりの路線を往く～

東急多摩川線のスタート地点である多摩川駅。 かつては多摩川園を名乗っていた

▲多摩川線は地下ホーム５ ・ ６番線から発車する

▼かつて来た道を望む。 旅客列車として走ることはもうない

多摩川駅   田園調布に通じる線路は今        

営業㌔ ： 0.0km( 多摩川線起点駅 )

管轄 ： 田園調布管区 ( 東急電鉄直営駅 )

　東横線 ・ 目黒線 ・ 東急多摩川線の３線が通る要衝駅。 かつて

は 「多摩川園」 を名乗っており、 実際に 5 ｈａほどの小さい遊園

地多摩川園が存在した。 閉園後も駅名はしばらく残ったが、 目蒲

線が分断された際に多摩川駅に改められた。 周辺はこざっぱり

しているが、 多摩川に向かって数分に多摩川浅間神社が居を構

える。 また西口正面にある多摩川台公園は梅雨の時期になると

3,000 株の紫陽花が咲き誇り、 人々の目を楽しませている。

　多摩川駅は地上階が改札で、 ２階橋上ホームの１～４番線を東

横線と目黒線が走り、 東急多摩川線は地下の５ ・ ６番線から出

発する。 東急多摩川線はここを起点に蒲田を目指すが、 ホーム

に車止めが存在せず、 ホーム奥に線路が延々と続いている。

　この線路は目蒲線だった頃に旅客列車が行き交っていた線路

で、 先は田園調布駅に続いている。 そんな線路も今は検測車や

車両搬入 ・ 搬出の時に使われていない。 しかしながら東急多摩

川線がかつて都心を結んでいたことを訴え続けている。
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多摩川線を行く 1017F 今最も注目を浴びる電車だ

きになる多摩川線
-1017F 写真集 -

　2016 年 3 月 28 日より池上線 ・ 東急多摩川線で運行され

ている 1017F が特別装飾を施され 「きになる電車」 として運

転を開始した。 装飾はかつての目蒲線 ・ 池上線で活躍して

いた旧 3000 系のカラーリングを模している。 ( 昭和 26 年～

41 年までがこの色で、 それ以降が旧 5000 系などでお馴染

みの緑色 )

　車内はモダンな木目調で、 木製のつり革を使用したり室内

灯も白熱電球色をベースにしているなど、 落ち着いた雰囲気

になっている。 また多機能スペースが増えているのも特徴。

　現在は池上線と東急多摩川線で活躍しているが、 この装

飾のおかげで利用者からも相当注目を浴びているようだ。

　今回は 「気になる多摩川線」 と題して東急多摩川線で運

行している 1017F を追いかけてみた。
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▲はじまりの区間を行く　2016.06.25　多摩川－沼部

▲商店街を横切る T． Ｋ． Ｋ． 　2016.06.25　鵜の木駅

きになる多摩川線 -1017F 写真集 -
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