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買い物客が来たほどの賑わいだったという。(商店街

水がわき出しまちを通って海に注ぎこむという

「水の一生」をテーマに、せせらぎのある遊歩道と

年につくられました。（磯子区ＨＰ）

    文責：神田

月１日の区制施行により誕生した、横浜市で最も古い区の一つです。区名は、地域の 

景勝地だ 

一大工業地帯が出現し、京浜工業地帯の一翼を担うよ 

なりました。従業員の住まいを確保するため内陸部に大規模団地開発が進み、さらに、国鉄（現ＪＲ）根 

倍に達するなど大幅に 

トハーバーで海に親しめ、市 

街の達人

敷石を当時の姿で保存、市電が走っていた時代の「時

年以上前、江戸時代初期の慶

年頃に現在の地に建立され

年頃に磯子七福神の一神で、「誰にで

を安置し、昭和 9

番札所・伊予国繁多寺の本尊に

の寺院。山号は禅馬山。院号は三郷院

戦後まもなくの昭和２０年（１９４５年）の暮れ頃、

戦時中に戦車が通れるように作ってそのまま空地に
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メートル）の店が１０軒できたのが始まりです。当時

は市電が通っており、その市電に乗って遠くからも、

商店街

水がわき出しまちを通って海に注ぎこむという

「水の一生」をテーマに、せせらぎのある遊歩道と

（磯子区ＨＰ） 

文責：神田 




