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温故知新
このあたりの街道筋は､追いはぎが出るような寂し
いところだったと、ばあさんが話していました。

の名前になって、浜寺諏訪森町が誕生しまし
た。

明治30年に南海鉄道が堺から佐野まで延びて､

90年間、小さな駅舎は諏訪森のまちの発展

浜寺停車場が出来ました。明治40年には北浜寺駅

を眺めてきました。海水浴で賑わった浜辺はな

が設置され、その後、地元の要望で諏訪ノ森駅とい

くなりました。春にレンゲ草がきれいだった田畑

う名前になりました。まだ駅の周辺には民家も少な

もなくなり、住宅地が広がりました。

く、少し離れた船尾村や下村の家並の他には､海岸
近くに新しく出来はじめた別荘がありました。

平成30年頃には、新しい駅が出来て、古い駅
舎はまちのシンボルとして駅前に保存されます。

大正8年に今の駅舎が建てられた頃から、堺市内

「浜寺諏訪森を考える会」は、21世紀の諏訪

や大阪市内で仕事をする人たちの住居が増えて、

森の姿とひとびとの暮らしを語り合い、実現をめ

商店も駅前に集まってきました。南海本線や阪堺線

ざしています。新しい駅のデザイン、駅前広場の

のおかげで､昼間は市中で働き､夜は閑静な郊外に

かたち、高架下の施設、駅とまちの調和、人た

帰るという生活様式が生まれました。昭和17年に浜

ちの憩いの集い・・・何でも、話し合い、実現させ

寺町が堺市に合併されたときに、駅舎の名前がまち

ましょう。

クリスマス・イベントのご案内
恒例のクリスマス・イベントを開催します。
日程
会場
催しもの

12月17日(金)と18日(土) 18時から21時まで
諏訪ノ森駅駅前 イオン・タウン横
子供たちの「紙袋とキャンドル」によるイルミネーション
クリスマス・コンサート

諏訪森ノ駅の駅舎の保存活用を通じて
浜寺諏訪森のまちの将来について共に考えましょう

浜寺諏訪森を考える会 メンバー募集
ご入会の申込先：ー
■ 長谷川 (事務局・ハセガワ不動産)
携帯：
090-3654-1686
FAX：
072-263-3996
メール： fwik1430@nifty.com

■ 芦田 (八百屋のあいちゃん)
携帯：
090-3612-5220
お問い合わせ： info@hamadera.jp

阪堺線船尾駅の南東側線路脇
に「拠点」を設けました。会合な
どに使用しております。
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南海本線連続立体化事業の状況
高架工事はどのような手順で行われるのか
連続立体交差事業は、電車の路線を高架にして
交差する道路がその下をくぐり抜けるようにする事業
です。工事の期間も電車の運行は平常通り続けら
れますので、面倒な手順が考えられています。
まず、現在の路線の西側に仮線が建設されま
す。そのために、線路沿いの土地買収が進行してい
ます。諏訪森駅のところは､今のプラットフォームの
西側を仮線が通るようになりますので、仮線工事が
始まる前に、仮駅が作られて、そこからプラット・
フォームに入るようになります。仮駅が出来ると現駅
舎が仮置き場に移設されます。
仮線が完成して､そこを上り電車が通るようになる
と､今度は現在の上り線のところに下り線を仮設しま

す。先に工事が始まっている羽衣駅では、仮線を上
り電車が通っている状態になっています。
上下線が西に移ってしまうと、今の下り線のところが空き
ますので、そこに高架路線が建設されます。最初は、下り
線だけが作られます。この工事が完成すると、下り線は高
架路線を走るようになります。松ノ浜や泉大津のところは、
現在この状態になっています。
その次は、上り線の高架工事が行われ、それが完成する
と上下線が高架路線を走るようになり、連続立体化工事
が一段落します。
工事の進行に合わせて、駅前広場や、側道が整備され
ます。仮置きしていた現在の駅舎は駅前広場の東側に戻
されて「まちの施設」として活用されるようになります。

連続立体化事業・高架工事 手順説明図

事業の進行状況はどうなっているのか
現在用地の買収や借地の交渉が進められていま
す。本年3月末では、契約が完了した土地は西側が
43.3%、東側が37.7%でした。その後6ヶ月が経過し
ていますので、さらに進んでいる見込みです。

諏訪ノ森駅のイオン・タウンの横から線路の西側に
沿って石津川のところまで歩いてみると、半分以上
の区域が緑のフェンスに囲まれています。その他
の空き地も入れると、用地確保の進捗状況が判り
ます。

仮線工事は、西側の用地がだいたい確保された
頃に開始されます。この事業区間は石津川から羽
衣までですので、浜寺公園駅付近の用地の手当も
進行しています。浜寺公園駅の横にあったマンショ
ンは本年初めに取り壊され、駅前から鳳街道に出る
道沿いの店舗も殆ど取り壊されました。
また、常浜線の踏切を挟む500メートルほどの区
間は仮線を建設せず、現在の路線の東側に高架の
下り線を建設するように計画されています。また、仮
線工事に合わせて仮設の側道も作られますので、
そのために、下水道などの埋設物の整理も行われ
ます。さらに、駅前広場の整備も開始されます。

浜寺諏訪森を考える会
ホームページをご覧ください
http://hamadera.jp/

諏訪森だより
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会の活動・この一年を振り返って
4月18日 浜寺諏訪森を考える会 総会
1. 平成21年度事業報告
2. 平成21年度会計報告 決算の承認
3. 平成22年度の事業計画と予算の承認
4. 新年度役員選出
4月18日 全体会議会議
1. 浜小会主催の「はまでらっ子まつり」に参加
2. ステンドグラスによるまちづくり推進スタッフ募集
3. ホームページ作成計画に参画募集
4. 空き店舗利用のミニイベント計画案を募集。

4月25日 「はまでらっ子まつり」にブース設営
会の紹介とグッズの販売、会報特別号の配布
5月23日 全体会議開催
はまでらっ子まつり、ステンドグラス委員会、ホームページ委
員会の活動報告。
5月30日 空き店舗利用の拠点内の清掃を実施
7月25日 「フェスタ諏訪森」に参加。展示、グッズ販売など
8月29日 全体会議開催
図や写真の説明を記入

各部会の活動報告、拠点の改修と利用規約についての討議
します。
クリスマスイベント、勉強会、アンケートなどの計画について。
10月24日 バーベキュー懇親会が 浜寺公園青少年センター
で開催されました。

部会活動の紹介
会の活動は部会組織で行っています。現在8つの部会活
動が動いています。
新しい駅と駅前の姿を考えて、堺市に出す提案書をまと
める作業が四つの部会に分かれて進行しています。
新駅デザイン・高架下部会
駅前広場部会
周辺道路部会
駅舎活用部会。
会の紹介やまちの歴史、日々の出来事などの情報発信
のためにホームページを7月に立ち上げました。
ＨＰ部会

ステンドグラスで知られた駅舎にちなみ、ステンドグラスの制作
に挑戦する部会が出来ました。
ステンドグラス部会
本を読み語り合う会の準備が進んでいます。4ページに案内が
出ています。
読書会
学校やまちの行事への参加、バーベキューやクリスマスイベント
の企画と実施のとりまとめをしています。
イベント部会
オリンピックと同じで、参加することに意義ありです。部会の活動
にふるってご参加ください。新しい部会の提案も歓迎です。

○ もっと身近に図書館がほしい♡

まだ自分では本を読めないけれど、スタッフが読む絵本をキ
ラキラした目で見つめる小さな子どもたち。ここは何かしら？と
足を止めてくださる地域の方々。夕方には小学生で賑わいま
す。狭い場所なのに宿題を持ってくる子もいます。時にはス
タッフに質問をしたりして・・・

○ 本や人とのふれあいを通して、人として生きていく上で持ち
続けてほしい

これからも地域の皆様に愛される図書館に育てたいと思い
ます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

はまでら四つの『や』図書館からのお知らせ
２０１０年９月２日、浜寺諏訪森を考える会の拠点をお借りし
て「はまでら4つの『や』図書館」を開館しました。

○ ４つの『や』の心を育てたい
＊4つの「や」・・浜寺小学校の合言葉 やさしい、やくにたつ、
やってみよう、やくそくまもる

そんな思いを持つ仲間が集まり、文化のまち「はまでら」で夢
を実現することができました。
開館以来、毎週たくさんの方にご来館いただき、スタッフ一
同大変うれしく思っています。

☆開館日 毎週木曜日１０時より１７時

諏訪森だより
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私の一言

大賀 トモ子

浜寺諏訪森ヒストリー

諏訪森の駅名は、明治３０年南海電車が開通す
るのに伴いつけられた。駅名の由来は、地元の諏訪
神社の諏訪をもとに、森のような地域の状態（諏訪
森から浜寺に続いた一面の松林・楠木）を併せて
『諏訪森』と呼称するようになり現在にいたっている。
諏訪森から浜寺に続いた一面の松林の一部は、
現在、浜寺公園内に残され見事な枝ぶり見せ、約
5500本の松林は、日本の名松１００選に選定され
ている。この諏訪森から浜寺に続いた一面の松林の
歴史は古く、紀貫之の「土佐日記」の中、土佐から
都に帰る船旅の途中、海から見た石津のようすが
描かれている。

京の近づく喜びのあまりに、ある童の詠める歌、
『祈り来る風間ともふをあやなくもかもめさへだに
波と見ゆらむ』
といひて行く間に、石津といふ所の松原おもしろく
て、浜辺遠し。現代訳：都が近づく喜びのあまりに、あ
る子供が詠んだ歌は、『波が立っていないのに、白い
カモメが群れているのを見ると、それまでが波に見え
てしまうほどにこれまでの波への怖れが強かったよ』
と言って進んでいくうちに、石津（堺市）という所の松
原が美しくて、浜辺が遠くまで続いている。
大坂湾が「ちぬの海」と呼ばれていたこの時代に
は、堺の遠浅の海岸は、白い砂浜と青い松林に縁取
られていた。しかしそんな松原も浜寺と二色浜に残る
だけである。
参考：阪堺沿線ぶらりマップ 小林利郷『泉州むかし
むかし ちぬの海』和泉史談会2007

｢まちづくり｣講演会開催のお知らせ
諏訪森をより住みやすい｢まち｣にするために
何をすればよいのか
どうすればよいのか
みんなで一緒に考えてみませんか

読書会へのお誘い

日時
場所
講師
演題

平成22年11月28日 (日) 午後5時～6時半
浜寺小学校体育館
朝日新聞 論説委員 大峯伸之氏
まちづくり・まちおこしについて

浜寺諏訪森を考える会主催 浜寺校区自治連合会共催

久家義之

駅舎活用のひとつとして、「読書会」を企画していま
す。みなさんで本について楽しくおしゃべりをすれば、
少しは文化の香りもするのではという思いからです。
「読書会」といってもむずかしいことをするわけではあ
りません。毎月一回、土曜か日曜の午後に集まって、
おもしろそうな本や作品について、みんなで意見を交
換できればと考えています。聞くだけの参加者も大歓
迎。人の感想を聞くと、ああ、そんな読み方もあるのか
と、新しい発見もあるかも。

参加ご希望の方は、ぜひ久家までご連絡ください。
連絡先
電話とFAXは
メールは

072 - 261 - 1586
y-kuge@eva.hi-ho.ne.jp

会場は、当面「まちづくりの拠点」利用の予定。
みなさまのご参加をお待ちしています。

私自身、本を読むようになったきっかけは、高校のと
きに、ある友人に本の解説を聞いたことでした。自分で
読んでもまるでおもしろくなかった小説が、彼の解説を
聞いたら俄然おもしろそうに思えたのです。
それ以来、私は小説にのめり込み、今では「久坂部
羊（くさかべ・よう）」というペンネームで、医療小説を書
くようになりました。ですから、書き手の側の意見も少し
は聞いていただけるかもしれません。

久家さんは現役医師兼作家で、代表作には『廃用
身』『破裂』などがあります。

