
土地の記憶：代々木と幡ヶ谷 

小嶋祥三 

 

 私は散歩が好きだ。そして、坂や川、丘などに興味がある。要するに、地形に興味があ

るようだ。「ブラタモリ」的な興味だ。子供の頃、地図を眺めることが好きだったこと同じ

根っこなのだろうか？私は渋谷区の北部で育った。この地域の地形について、思い出も含

めて、述べてみる。どんな道にも先達はおり、おまけに私などよりはるかに情熱的だ。1997

年, 2005 年, 2009 年にネットに開設されたサイト「東京の水」、その他を参考にさせていた

だいた。また、昭和 30 年代前半の地図、江戸や東京の坂道に関する記事も関連するサイト

で読ませていただいた。ただし、私の記憶を語ることで、この地域の単なる地形の記述や

他のサイトからの引用に終わらない内容にして、差別化をはかるつもりだ。写真も入れて

読み易くした。古い写真も、少しだが、入れてある。 

 

渋谷区北部（代々木と幡ヶ谷） 

私は 4 歳から 28 歳（1947-1971 年）までこの地に住んだ。要するにここで育った。京王

線の初台駅と幡ヶ谷駅の間（特に、初台駅に近い地域）では、甲州街道が初台を含む南の

大字代々木と北の大字幡ヶ谷を分けていた（大字という表現が適切か分らないが、便利な

ので使用する。また、町名やその範囲は昭和 30 年代前半のものである）。代々木と言うと

JR の代々木駅付近を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、代々木駅は大字千駄ヶ谷にあ

った。それ故、代々木駅は大字代々木の外である。大字代々木は、明治神宮、現在の代々

木公園（代々木外輪町、代々木神園町、代々木深町）を含み、東は新宿区（代々木山谷町）、

西は世田谷区（代々木大山町）、目黒区（代々木上原町、代々木富ヶ谷町）と接する広大な



地域を指していた。代々木警察署、渋谷消防署代々木出張所は京王線の初台駅と幡ヶ谷駅

の間にある（ただし、現在は甲州街道の北側、昔の大字幡ヶ谷にある。なお、消防署とカ

シオのビルがあるところに昔は旧国鉄のトラック・ターミナルがあった。隣はソ連、ロシ

アのタス通信社東京支局）。代々木郵便局は、移転したが、代々木初台町にあり、代々木中

学校は代々木西原町にある。いずれも JR 代々木駅からは遠く離れている。 

 渋谷区の多くは、大字代々木を含め、渋谷川とその支流の流域の土地である。しかし、

甲州街道より北の大字幡ヶ谷には例外的に神田川の支流（和泉川、あるいは神田川笹塚支

流）が西から東へ流れていた。したがって、大字幡ヶ谷は神田川本流が流れている北の中

野区に属してもおかしくない（和泉川という名前は渋谷区の記録にはなく、中野区の記録

にあるそうだ）。しかし、幡ヶ谷駅辺りで和泉川の支流は甲州街道を超えて南より流れてい

た。このためだろうか、大字幡ヶ谷は幡ヶ谷駅付近より西では甲州街道より南にも広がっ

ていた。また、玉川上水が両方の大字の境界付近を流れていたことも大きかった。川（水）

が大字の境を決めていたのだろう。大字幡ヶ谷は不足する水を神田川ではなく、玉川上水

に求めた。街道や上水を挟んで交流が深かったので渋谷区に属することになったと思われ

る（合併して代々幡村と名乗ったこともある）。代々幡斎場、代々木と幡ヶ谷から一字ずつ

とった幡代小学校はその名残だろう。 

 

幡ヶ谷地区（大字幡ヶ谷） 

 大字幡ヶ谷には幡ヶ谷本町、幡ヶ谷原町、幡ヶ谷中町、幡ヶ谷笹塚町があり、神田川の

支流の和泉川とその支流の流域よりなっている。東は新宿区、北は中野区、西は杉並区、

世田谷区に隣接している。谷は浅く、丘は低い。谷とか丘と言うのが大仰なほど、比較的

平坦な土地である。窪地、台地というのが適当か。恐らく、杉並区の和泉町辺りに水源が

あったので、和泉川と呼ばれるのだろう。しかしながら、この川は現在支流を含めすべて

暗渠になっており、その姿をみることができない。暗渠の上は遊歩道や緑道になっている

ことが多い。 

幡ヶ谷を語る場合、玉川上水から水をひき淀橋浄水場へ流していた、甲州街道に並行す

る上水路を外すわけにはいかない（明治時代に作られた玉川上水新水路）。この上水路は私

が子供の頃には役割を終えており、水は流れていなかった。当時、上水路から道路への転

換工事が行われていた。現在、水道道路と呼ばれている。道路に沿って片（南）側には平

屋の都営住宅が建てられた(二連だったような気がする)。その後、コンクリートのアパート

に建て替えられた。現在は道の両側にビルが並んでいる。なお、淀橋浄水場跡が新宿副都

心になったことはご存知の通りである（級友の兄が浄水場で溺れて亡くなった。浄水場の

横にあった東京ガスの大きなガスタンクはわが家からもよくみえた）。この上水路は大字幡

ヶ谷を南北に分断していた。上水路を挟んで小学校の学区が異なり（南は幡代小学校、北

は本町小学校）、子供たちの間にも対立があった。上水の南に住んでいた私たちは、北に越

えると緊張したものである。これは大字幡ヶ谷内の問題だが、中学校の学区の境界につい



て、甲州街道にするか（大字で区切るか）、上水路（水道道路）にするかで揉めた。前者の

場合、幡代小学校の卒業生は代々木中学校と「敵地」の本町中学校（確か、新設だった）

に二分されてしまう。親たちが泣きついて、結局、上水路が境界になった。ちなみに、大

字代々木と大字幡ヶ谷の間でも微妙な心理的な対立があったような気がする。主要な行政

組織は大字の境界（甲州街道沿い）にあったが、代々木警察署であって幡ヶ谷警察署では

ない。代々木優位だったのだろう。代々木初台は戦災の影響が比較的少なかったが、幡ヶ

谷は一面の焼け野原だった。当然人の動きも違っただろう。 

 

写真１ 左：昭和 20 年代後半の上水路のあった土手。右：正面奥にあるのが水道道路に上

る階段。チャンバラはこの階段のすぐ右手でやっていた。 

 

写真 2 左：昭和 30 年ころの土手の上。後方は北側。右：現在の同じ場所。 



 和泉川の主流は上水路より北の中野区寄りの浅い谷、低地を流れていた。本町小学校、

中幡小学校、笹塚中学校は和泉川に沿って建っていた。上水路は単に勾配で水を流してい

たので、谷にぶつかると土手を築き、その上に水を通した。と同時に、土手にトンネルを

設け、人の往来を可能にした。土手からの眺めは広く、ほぼ正面に富士山がみえ、丹沢や

秩父の山々が見渡せた（写真 1-3）。北の方は東大付属の中学、高校、その先まで戦災の焼

け野原やバラックが広がっていた。土手の南側に窪地が 4 か所あり、トンネルは現在 2 か

所で残っている。窪地には小川が流れていただろう。東からそれらを辿ってみる。 

現在の新国立劇場、オペラシティのある場所には東京工業試験所があり（地図 A、写真 4）、

趣のある建物が建っていた。その敷地あたりから小川が東から西に流れていた。ここは松 

 

写真 3 土手から西をみる。カシミール 3D で描画。現在はビルで視界が遮られている。 

 

写真 4 東京工業試験所（左）とその跡地に建った新国立劇場、オペラシティビル（右） 



江藩・松平出雲守の屋敷があったところで、屋敷の池が水源だったようだ。和泉川の支流

の一つである（出羽様の流れともいうそうだ。ただし、次に述べる小笠原窪も含め、その

ような呼び方は聞いたことがなかった）。幡ヶ谷の名の由来になった旗洗池のあった小笠原

窪と呼ばれる窪地（地図 B、写真 5）からの流れが合流していたようだ。旗洗池は埋め立て

られ、説明板と東郷平八郎揮毫の碑だけが残っている（子供のころは、この辺に小さな池

があったような気がする）。私は戦後間もない頃に疎開先からこの窪地に移り住んだ。初台 

 

写真 5 旗洗池跡の説明（八幡太郎義家が出てくる）と昔からあった古い塀。 

 

写真 6 工業試験所辺りからの流れ（出羽様の流れ）の跡と上水路を潜っていたトンネル。 

 

駅から甲州街道を渡って北に向かい、蒟蒻製造販売所（独特の匂いがした。今はない）の

角を西に折れると、長い緩やかな坂道が小笠原窪に下りていた。小笠原窪の名前の由来だ



が、唐津藩・小笠原家の屋敷があったかららしい。そこには白壁に木骨を露出させ、急勾

配の切妻屋根の大きな洋館が建っていた（今はないが、塀は昔と変わらない）。工業試験所

あたりからの支流（出羽様の流れ）についてははっきりとした記憶がある。子供の頃に野

球をして遊んだが（本町図書館のあるところは、戦災による原っぱだった。土を掘り返す

と、溶けたガラスがでてきたりした）、しばしば球が川に落ち困ったからである。川の幅は

子供の私が助走すればようやっと飛び越せるほどだった。コンクリート製の桟があばら骨

のように並んでいた。生活排水を流していたのだろうか、ドブ川のように水は汚かった。

小笠原窪（旗洗池）からの流れは記憶にない。すでに暗渠になっていたのだろうか（マン

ホールから激しい水音がする）。この支流は上水路の土手にぶつかると地下に潜り、南側か

ら北側に抜け、さらに西へと流れて行った。土手は幡ヶ谷地区を分断してしまうので、す

でに述べたように、生活用のトンネルが設置されていた。このトンネルは現在も残って利

用されている。この支流は現在歩道になっており、流れを辿ることができる（写真 6）。 

 

 西に向かうと低い台地となり、再び浅い窪地になる（ちなみに、我が家は小笠原窪から、

この台地に移り住んだ）。これは地蔵窪と呼ばれる低地である（地図 C）。甲州街道の反対（南）

側にケヤキ？の大木があり（今はないが、古い航空写真に写っている）、そこに子育地蔵尊

が祀られていた（今もある。写真 7 左）。窪地の名前の由来だろう。地蔵尊のある場所は大

字幡ヶ谷に属していた。この低地には南から北に向かって和泉川の支流が流れていた。た

だし、とても細い流れだったように記憶している。道路に敷かれた大きな黒っぽい石板が

橋の役目をしていた。この流れは上水路の土手にほぼ直角にぶつかり、やはり土手の下を

潜っていたと思われる。ここにもトンネルが設置され、現在も利用されている。この支流

は現在人がすれ違うのがやっとなほどの細い歩道になっている。流れは上記の工業試験所



あたりからの流れと合流し、東に向かう和泉川の本流に流れ込んでいたようだ（写真 8）。 

 

写真 7 左：子育地蔵尊、右：牛窪地蔵尊 

 

写真 8 地蔵窪の流れ跡と上水路の土手を潜るトンネル。ミラーに自分が映っていた。 

 

 次に、京王線幡ヶ谷駅付近から北に向かう無名の浅い窪地があったらしい（地図 D）。川

は上水路にぶつかり、やはりその下を潜ったようだ。そして、中幡小学校のあたりで、和

泉川に合流したようだ。この流れについては全く記憶がない。さらに西にはかなり大きな

谷があった。現在中野通りが通っている谷である。牛窪と呼ばれていたそうだ（江戸時代、

重罪人の刑として、牛に身体を引き裂かしていたというのだが．．．）。甲州街道との交差点

に牛窪地蔵尊がある（写真 7 右）。ここを流れていた和泉川支流は甲州街道を越え代々木大

山町あたりに源があった（代々木大山町は渋谷川、神田川、目黒川水系の分水嶺となって



いる）。上で述べたが、私が住んでいた初台駅寄りの地域では甲州街道が大字代々木と大字

幡ヶ谷を分けていたが、地蔵窪付近、さらに牛窪がある京王線幡ヶ谷駅－笹塚駅間では大

字幡ヶ谷が甲州街道を越えて南にも広がっていた。玉川上水の流れも関係していたようだ。

いずれにせよ、水系が区、大字、町を分けると考えれば、納得がいく（農業にとって、水

は死活問題だった）。この牛窪の谷にも上水路を通すための土手が築かれ、トンネルが設置

されたようだが、土手、トンネルともに撤去され、昔の地形に戻ったようだ。牛窪を流れ

ていた川も上水路を潜り、北行して西から東に向かう和泉川本流に合流していたのだろう。

ただし、これらに関して私には記憶がない。 

 

写真 9 荘厳寺（左）と氷川神社（右）。神社の写真はネットより拝借した。 

 

写真 10 和泉川跡に残る橋（右前方から左手前が川）と和泉川が神田川に合流するところ。

思ったより、水量が少ない。 

 

 北を西から東へ流れている和泉川本流の低地と水道道路の間の台地についてであるが、

そこには不動通り商店街があった。名前は付近にあった荘厳寺（幡ヶ谷不動尊）に由来す

る。山手通りから始まり、西へ長々と延びた商店街で、ほとんど一駅くらいあっただろう

か。大部分が個人商店だった。大みそかなど、ものすごい人の群れになった。なお、大字

幡ヶ谷の氏神は氷川神社で、荘厳寺が別当寺として管理していた（写真 9。神社のお札をテ

キトーに扱って、母親から叱られた）。さて、和泉川の本流だが、すでに述べたように、こ



の川は暗渠になっている。ただし、川筋は遊歩道、緑道になっているので辿ることができ

る。中幡小学校の東の六号通り（上水路に架かる橋には番号がふられていた。蛇足だが、

新宿駅西口と中野駅を結んでいる路線バスは、現在は中野通りを通っているが、昔は六号

通り→川島通りを通っていた）から川下に辿ってみた。ところどころで川にかかっていた

橋が残っており、この道が川だったことを示している。最終的には、山手通りと方南通り

の交差点（清水橋交差点）を越え、渋谷、中野、新宿区の境あたりで、神田川に合流して

いた（写真 10）。 

 

代々木地区（大字代々木） 

 大字幡ヶ谷と異なり、大字代々木は起伏に富んだ地形をしている。幡ヶ谷の谷は浅く、

坂はなだらかだが、代々木の谷は深く、坂は急勾配である。路面に滑り止めの輪を穿った

坂が多い。東京では郊外よりも都心に急な坂が多いが、それらはおそらく海によってつく

られたのだろう。ということは、縄文時代には代々木地区は海岸線に近かっただろう（縄

文海進）。代々木八幡神社には縄文時代の住居跡が復元されており、神社下の谷は海が引い

た後の沼地と説明されている。 

 渋谷川は渋谷付近でやや東寄りに千駄ヶ谷からくる渋谷川とやや西寄りからくる宇田川

が合流する。これらの川はすべて暗渠になっており、渋谷川が地表に顔を出すのは渋谷駅

を越えてからである。渋谷川は恵比寿、麻布十番を通り、JR 浜松町駅の南で東京湾に注い

でいる（下流は古川という）。大字代々木はこの宇田川とその支流の領域である。代々木八

幡神社の付近で、北から流れてくる河骨川（地図 E の谷）と西寄りからの宇田川本流が合

流して渋谷の谷へ向かっていた。河骨川は「春の小川」で歌われた川である。宇田川の上

流はいくつかの支流に分かれていた。川筋に沿って地形を述べてみる。 



 

写真 11 明治神宮。ほぼ同じ場所を写したつもりだが。左手に宝物殿がある。 

 

 まず、河骨川であるが、小田急線が走る谷を北から流れていた。東は代々木公園、明治

神宮のある台地、西は初台の台地である。明治神宮にはしばしば遊びに行った（写真 11）。

七五三の時だったろうか、祖父が明治神宮に連れて行ってくれた。西参道のわきに馬場が

あったが、今もある（東京乗馬倶楽部）。その横に代々木ポニー公園があり、子供がポニー

の背にゆられている。代々木の台地には占領軍のワシントンハイツがあり、中学で習った

ばかりの英語で小さな子供に話しかけた記憶がある。My name is Alice. 子供はおかしいと

いった感じで笑った。初台の台地は南に半島のように突き出ており、先端に代々木八幡宮

がある。河骨川の上流部は代々木山谷町にあるが、この町の東は明治神宮に続く台地、西

は河骨川の谷よりなっている。この谷から明治神宮の西参道が通る丘に上る坂の一つが岸

田劉生の「切通之写生」に描かれた坂である（標識がある。写真 12 左）。劉生の影響だろ

うか、代々木は画家に愛された土地のように思う。小学校の級友はこの辺りを「山内」と

呼んでいた。土佐藩・山内家に関係する屋敷があったのだろう。河骨川の源の一つは西の

方、山手通りを越えていた。現在ここは初台に属するが、昔は山谷町だったようだ。水系

が町の境界を決めると考えると、納得がいく。子供のころ級友と遊んでいた窪地が（それ

にしても、現在見る風景は記憶の中の風景と比べると随分と縮んでしまう）、山谷の深い谷

につながっていることに気がついたのはそれほど昔ではない。山手通りで分断されていた

ので、気づきにくかった。この窪地のそばに大きな銀杏の樹が二本あった。ネットの地図

の航空写真をみると、少なくも一本の銀杏は今でも健在のようだったので再会した。山手

通りから山谷の谷へは急な階段で下りていたことを思い出す（写真 12 右）。この谷に流れ

があったことはかすかに覚えている（水田もあったような気がするが、自信がない）。川は

谷を下り、小田急線の参宮橋駅あたりから線路に沿って代々木八幡駅の方へ流れ、宇田川

と合流していた。1964 年の東京オリンピックで暗渠になったが、現在でも河骨川を辿るこ

とができる（写真 13）。 



 

写真 12 左：岸田劉生の切通之写生の坂、右：山手通りから山谷の谷に下りる階段。 

 

写真 13 山谷の河骨川跡。電柱にこの道は「春の小川」とある。 

 

 初台の台地と先端に代々木八幡宮のある台地は基本的に繋がっている。ただ、両者の間

に浅い低地があり、そこを現在山手通り（環六）が通っている。代々木八幡から尾根道を



北へ向かうと、外国の大使館がある住宅街になる。東は河骨川の谷、西は山手通りのある

浅い谷、北は山谷の深い谷である。山手通りを西へ越えると初台駅のある台地となる。大

字幡ヶ谷の所でも出てきた甲州街道、そして京王線、玉川上水について述べる。私が子供

の頃、甲州街道の上に高速道路はなかった。朝早くなら、街道に寝ていても轢かれること

はなかっただろう。その程度の交通量だった。馬か牛が引く荷車も通っていた。占領軍の

ジープもしばしば通った。京王線は甲州街道とつかず離れず走っていた。京王線は地上を

通っていたが、大学生の頃新宿駅から初台駅までが地下になった。地上にあった頃の初台

駅は、右手に売店があり、奥に切符の売り場、左手に改札があったと記憶している（ネッ

トで写真を見かけたが、今は見つけられない）。駅前には戦後の「闇」市を連想させるよう

な一角があった（今はない）。地下になった初台駅ではプラットホームの幡ヶ谷駅寄りの先

端に立つと、外が見えた（写真 14）。現在は京王新線ができて、幡ヶ谷駅の先まで地下に潜

っている。初台駅、幡ヶ谷駅も新しくなった。一つ前の初台地下駅が今も残っていると「ブ

ラタモリ」で話題になっていた。玉川上水も京王線から遠くないところを通っていた。地

上時代の初台駅の八王子方面ホームの背後は玉川上水だった。初台駅の西の所で、私が通

っていた幡代小学校から西へ移転前の代々木郵便局前の僅かな距離だが、この三者が隣り

あって並走していた。玉川上水は代々木郵便局の前で地下に潜っていた。すでに役目を終

えた玉川上水に水が流れることはめったになかった。京王線の工事に伴い玉川上水は暗渠

化され、現在は緑道、遊歩道になっている（笹塚で一部地表に顔を出しているそうだ）。 

 

写真 14 左：新宿発の電車が地下の初台駅からでてきたところ。右が玉川上水跡。ネット

より拝借。右：かつての京王線、玉川上水の上は遊歩道になっている。 

 

 初台の台地から南へ下る大きな坂道は二つある。一つは初台駅前の商店街を通っている

道で、初台坂と呼ばれている。坂を下ったところで、山手通りに合流する。西側がやや高

く、東側が山手通りの浅い谷となっている。西側の台地に明治時代の知識人・三宅雪嶺旧

宅跡という碑があった。東側に白い洋館があったと記憶している。大岡昇平の自伝小説『少

年』の最後に出てくる「美しい家」ではないかと思っている。初台坂はそれなりに立派な 



 

坂であるが、もう一つはさらに西にあり、隣の代々木西原町の台地を分ける谷を通ってい

る（地図 F）。この坂は甲州街道から下り始まるとても立派な坂だが、名前がない無名坂で

ある（写真 15）。初台坂の通りのすぐそばで山手通りに合流する。この谷の一部が土砂災害 

 

写真 15 左：初台川の谷の無名坂。右：谷より初台の台地を見上げる。 

 

危険個所に指定されているようだ。中野駅と渋谷駅を結ぶ路線バスは、現在山手通りを通



っているが、以前はこの坂を利用していたと記憶している。移転した代々木郵便局は現在

坂の下にある。この坂の東側が一段低くなっており、初台川が流れていた。私には川の記

憶がないが、現在その後の暗渠を辿ることができる（一部で小さな流れが地表に出ている）。

代々木八幡神社近くで宇田川に合流していただろう。八幡神社のある台地を含め、初台の

台地を東、南、西から上る坂はどれも急勾配のキツイ坂である（小説『少年』に｢初台の高

地｣という記述がある）。中学生の頃でも、自転車で上るのは大変だった。階段が設けられ

ているところもあるほどだ。（写真 16,17） 

 

写真 16 初台川の谷を見下ろす（左。道の向こうの正面が郵便局）、谷から見上げる（右）。 

 

 

写真 17  初台川の跡（左）と地表に出ていた小さな流れ（右）。 

 



 

この谷の西側の丘が代々木西原町の台地だ。この台地には南に下る谷が二つある。東側

の谷は幡ヶ谷駅前の道を南に行ったところにある。駅近くでこの道は玉川上水を越えたが、

その少し先に私が第一期生だった城西幼稚園が今もある。キリスト教系の幼稚園で、おそ

らく米軍から払い下げされたかまぼこ型の兵舎？を利用していた（写真 18 左）。この坂は 

 

写真 18 左：城西幼稚園のかまぼこ兵舎？でのひな祭り。右：代々木中学校へ上る坂。校

歌に「代々木の丘の学び舎に」とある。 

 

長く、折れ曲がって南になだれ、宇田川本流の谷に落ちていた（写真 19 左）。対岸は代々

木上原の台地である。この坂も名前がない。名無し坂としておく（地図 G）。上記の無名坂

とこの名無し坂の間の丘に、渋谷区のスポーツセンター、代々木中学校がある。区のスポ

ーツセンターは昔東京教育大（現、筑波大学）の体育学部？があり、400m トラックがあっ

た。その前は、どういう理由か分らないが、ウシが飼われていた。私が通った代々木中学



校は丘の上にあるので、通った坂は立派な坂だった（写真 18 右）。教育大と中学校を通る

尾根道を南に下ると、代々木八幡神社の下の山手通りに出る。中学生だった頃この道に外

国人が住んでおり、マーキュリーやリンカーンなどアメリカの自動車が停まっていた。そ

の豪華さ、格好よさにただ見とれていた。他にダッジ、スチュードベイカーという車を記

憶している。 

 

写真 19 左：西原の名無し坂。右：狼谷。 

 

この名無し坂の西にある広くゆるやかな谷は狼谷と呼ばれていた(地図 H、写真 19 右)。

狼谷の西の対岸が代々木大山町である。狼谷には宇田川の水源の一つがあり、南下し東行

する宇田川にそそいでいた。今でもマンホールから激しい水音が聞こえてくる。この谷の

南の対岸は代々木上原の台地である。谷近くの丘に西原小学校がある。狼谷には代々幡斎

場があり、私の父母はお世話になった。この火葬場は JR 中央線信濃町駅と四谷駅の間にあ

る谷（ここにも立派な坂がある）から移ってきたそうだ。中学校からは斎場の煙突から煙

が立ち上っているのがみえた。そのころは東京少年院が斎場近くにあり、高いところから

中をのぞくことができた。この丘の南、台地の中腹に雲照寺がある。中学の級友の実家だ

った。代々木上原町や代々木富ヶ谷町はほとんど行ったことがなく、あまり記憶がないの

でふれないことにする。 

 

散歩が単に健康のためならば、どこを歩いてもいいだろう。育った渋谷区北部地域の散

歩は、地形への興味もあるが、エピソード記憶、自伝的記憶を思い起こすことでもある。



信州の小布施から旧制中学へ通うために上京した父は晩年、しばしば昔住んだ界隈を歩い

ていたようだ。昔の記憶の想起は散歩の楽しみの一つである（それにしても、昔遊んだ道

がこんなにも狭いのかと驚く）。私は杉並区に住んで 10 年になる。杉並でも自宅の周辺を

散歩したが、無論呼びさまされる記憶はほとんどなかった。当初はこのギャップに戸惑っ

た。しかし、何回か同じ道を歩くなどして、この土地と自分を結びつけられるようになっ

てきた。ただ、年齢からくる違いは如何ともしがたい。育ったところは格別である。これ

までもっとも長く住んだのは愛知県犬山市だが、犬山を故郷とは呼べない。時間よりも年

齢、時期だ。杉並区の坂は比較的緩やかで、物足りないところがある。しかし、南から神

田川、善福寺川、暗渠になった桃園川、そして妙正寺川（井草川）がある。その水源を訪

ねたり、水路、暗渠に沿って散歩をしたりしている。 

 


