東急東横線と東京メトロ副都心線

の駅として
「一つ目小町Ｎｏ１」
といわれていましたが、

。ショッ
り広げられる、秋の「猿楽祭」だ（10 月7・8日）

2013 年 3 月 16 日、相互直通運転開始。
東急東横線は 2013 年 3 月16日、代官山駅〜渋

ら 500メートルも離れた場所で、蔦屋書店を含む代

プ、オフィス、クリエーター、大使館など多彩な住民

谷駅間の地下化工事を終了。代官山駅を出た東

官山 T-SITE が誕生。その後７カ月間の代官山駅

たちによる「都市の中の村祭り」と称する通り、いろ

横線は、明治通り直下の地下 3 階にある新しい渋

の１日平均乗降人員は約＋20％、4000 人程増加と

更に楽しい「猿楽祭（さるがくまつり）
」
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そうした催事の代表が、ヒルサイドテラス一帯で繰

最近は低迷気味でした。しかし、昨年末には駅か

谷駅で東京メトロ副都心線とつながります。この新

のことです。このことは、時代の一歩先を射る大胆

しい渋谷駅は渋谷ヒカリエと直結しています。

な企画が如何に大切であるかを証明しています。

（株）ASPI
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いろな国の祭りの雰囲気を織り合わせた趣がある。

変わるもの と 変わらないもの 。
代官山 秋祭考 〜 Creative Community DAIKANYAMA

けつけた太郎次郎一門の「お猿ショー」から、お子

相互直通運転により、東横線およびみなとみらい

東横線と副都心線の直通効果で生まれる顧客数

様向けの手づくりおもちゃ、フレンチの名店「パッショ

線から、副都心線を経て東武東上線、西武有楽町

を代官山エリアがどれだけ吸引できるかは、街の積

ン」のランチ・ビュッフェなど、楽しく、美味しく、うれ

線・池袋線までが一つの路線としてつながります。

しく繰り広げられる。
（詳細は裏面記載サイトへ）

横浜方面から新宿・池袋を抜けて埼玉西南部に至

猿楽祭 ならば自分たちが参加しなければ、と駆

る広域的な鉄道ネットワークが形成され、東横線沿線
から新宿・池袋方面への交通利便性が向上します。

代官山には春と秋、地域が参加するお祭りがある。特に秋の祭りは伝統に裏打ちされた、心満たされる
ものが多い。いつも、新しいもの、クールなものが取りざたされる代官山だが、季節の変わり目を感じさせ

期待される直通効果

る今日この頃、代官山の来し方行く末、変わるものと変わらないものを振り返り、人々が大切にしてきたも

2008 年 6 月14日、埼玉県和光市駅と渋谷駅を

のを思い起こしながら、秋祭りを楽しんでみてはいかがだろうか。代官山に人の営みを支える力を求める

結ぶ東京メトロ副都心線が開通し、池袋、新宿、

方は、ぜひここにご紹介する代官山のパワースポットに足を運んでいただきたい。

代官山の守護神、猿楽神社

誕 870 年、春日局社殿造営 400 年の佳年を迎え、

代官山エリア（裏面マップ参照）で最も清涼な雰

記念行事を実施している。祝祭は世界各地の国・

囲気を醸しているのが、猿楽神社だ。ヒルサイドテラ

地域・町にあり、それぞれ長い伝統を持っている。

ス D 棟に抱かれるように鎮座する、ここは宗教法人

目黒川、渋谷川に挟まれ農村地帯だった代官山周

として認められた正統な神社である。実は神社その

辺では、秋の祝祭は収穫祭の香りがする。無事に

ものよりこの場所それ自体に不思議な「気」が満ち

実りの秋を迎えられたことを、人智を超えた存在に感

ていることを感じる人が多い。猿楽神社を少し離れ

謝する気持ち、それはどこにも共通する。

た場所から眺めてみると、明らかに円錐形を成して

新しい代官山の秋祭りの原型もそうだった。今も記

いる。この形こそが、6 世紀から7 世紀頃の古墳で

憶されている方は少なくないが、かつてこの街には

ある名残なのだ。もともとこの地にあった大小 2 基の

「代官山交歓バザール」という、立場を超えて誰も

古墳のうち、大きな方を「猿楽塚」と呼んでいた。

が楽しめる、地域パーティのようなお祭りがあった。

その上に築かれたのが猿楽神社である。猿楽塚の

ヒルサイドテラスに住む人、仕事する人、集まる人が

由来はつまびらかではないが、
「我苦を去る」と云う

心から知り合えるように、モノを売るのが目的ではな

意味で別名、去我苦塚と称されたこともある。

く、イベントをきっかけに知り合うことを目的に、1976

代々、猿楽神社を崇敬・保全してきた朝倉家によ

年から 7 年間、開催された。代官山で何かの催し

ると、3 代前の当主・朝倉虎次郎氏が周辺に散在

がなされる時、いつも思い起こされるのがこの交歓

する道祖神や宗教遺跡を、大切に 1カ所に集めて

コンセプトだった。今もそれはイベントの DNAとして、

祀ったのが猿楽神社のもととなったそうだ。その意

継承されている。

味から、猿楽神社は代官山に関わる全ての人の心

この地域で歓びを交わした歴史

横線跡地とその周辺のありようをテーマに自立・
「代官山大学」と名付けました。来年 3 月には、

代官山、中目黒と魅力拠点駅が１本の鉄道でつな
がることになれば、広義のファッション・ゾーン全体
の集客力はかなり大きなものになります。

ステキ総研としての研究成果を地域に提案でき
ればと考えています。

代官山駅から「代官山ステキガイド」発信
代官山駅に新設された PASMO ロッカー (Suica
使用可 ) の一角に「代官山ステキガイド」タブレッ
トが設置されました。メニューは、代官山ホーム
ページからの新着情報とお店検索、地図情報、
スライドショーの 4 種類で構成され、代官山新聞
も含め地域情報の複合連携発信を試行します。

上：猿楽祭ポスター
中央、下：猿楽祭 2011 の様子
（提供：猿楽祭 2012 実行委員会）

代官山といえばハロウィン

10 月31日の夜はハロウィン。翌 11 月1日はキリ
スト教の万霊節にあたり、この世を去ったすべての

1999 年に開設。代官山エリアのコミュニティ・ポー

信徒を祈念する日だ。その前夜、子どもたちが「お

タルサイト。事務局 ( 株 )アスピ。PC、モバイル、

SNS、マップ等を組み合わせて地域情報とWebを

かつて代官山に外国人の世話をするボランティアの

つないでいる。

アメリカ人女性がいて、外国人住民の交流を活発

http://www.daikanyama.ne.jp/

にしようと始めた活動が、代官山らしいハロウィンに
成長した。着手し、コミュニティを創ってくれたその

を持つ。江戸郊外三大相撲の一つ、金王相撲の相

人は既に故国に帰られたが、その精神は何代も引

宮」も古く、平成 23 年に御鎮座 920 年、金王丸生

院大學、東京都市大学の先生方を中心に、東

た。乗降客数は予想を上回り半年後で一日 20 万
原宿、表参道の中間にある明治神宮前、渋谷、

渋谷区内で最も古い神社といわれるのが、東にあ

左：三町会連合の渡御（撮影：石原貞治）
右上、下：代官山交歓バザールの様子（撮影：アスピ）

代官山新聞の発行元であるNPO 法人代官山ス
テキ総合研究所では、会員の東海大学、國學

分散・協調型で研究する研究部会を発足させ、

人を超えたといいます。

る「渋谷氷川神社」で、境内は約 4,000 坪の広さ
撲場跡も残っている。渋谷駅近くにある「金王八幡

「代官山大学」誕生！

渋谷の三大商業地をつなぐ第二の山手線といわれ

菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ」と街を練り歩く。

や営みの守護神といえるものだ。

極的意識と行動にかかっているといえます。
（記：平松由美・岩橋謹次）

き継がれ、姿は変えながら今年も開催される。
（詳
細は裏面記載サイトへ）

モバイル版
（提供：東京急行電鉄株式会社）

http://www.daikanyama.ne.jp/
m/

一つ目小町に花が咲く
一昔前、代官山駅はＪＲ駅から私鉄沿線一番目
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広域代 官山
エリアマップ
〜 代 官山 周 辺 の 秋 祭り 〜
●大橋氷川神社例大祭
目黒区大橋 2-16-21

2012 年 8 月24日( 金 ) 〜 25日( 土 )
http://www.ohashi-hikawajinja.or.jp/
●渋谷氷川神社例大祭
渋谷区東 2-5-6

2012 年 9 月8日( 土 ) 〜 9日(日)
●金王八幡宮
渋谷区渋谷 3-5-12
2012 年 9 月14日( 金 ) 〜 16日(日)
http://www.geocities.jp/ynycr674/
●代官山フェスティバル 2012 猿楽祭
渋谷区猿楽町 29-18ヒルサイドテラス
2012 年 10 月7日(日) 〜 8日( 月・祝 )
主催：代官山フェスティバル 2012
猿楽祭 実行委員会

http://www.hillsideterrace.com/art/
sarugaku2012.html
●恵比寿神社秋季大祭、べったら市
渋谷区恵比寿西 1-11-1
2012 年 10 月19日( 金 ) 〜 20日( 土 )
●代官山ハロウィン2012

2012 年 10 月27日( 土 ) 13:00 〜 16:00
※事前予約制、子ども有料（同伴の大人無料）
主催：代官山ハロウィン2012 実行委員会

http://www.facebook.com/
daikanyama.halloween

東急トランセ 代官山循環線
東急バス（渋 71 系統）
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東急バス（渋 41 系統）
東急バス（恵 32 系統）
ハチ公バスルート
東急東横線
JR 山手線・埼京線
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