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はじめに 

 

 本編「いせさきフロンティア」は、伊勢崎商工会議所と当金庫が共同で四半期ごとに調査を実施

する「伊勢崎佐波地区景気動向調査」誌の巻末に連載された同名の記事をもとに編集したものです。 

 記事の連載は、平成１６年度第１四半期を第１回として平成２３年度第１四半期まで２７回を数え（平

成２２年度第３四半期及び第４四半期分は都合によりお休みいたしました）、本年３月末をもって執筆

者である元赤堀歴史民俗資料館館長の板橋春夫氏が退官されたことにより、今般、連載を終えること

となりました。 

 記事の内容は、現在の伊勢崎市の礎を築いた政治、経済、教育文化など、様々な分野のフロンティ

アたちにスポットをあて、その功績やエピソードをわかりやすく紹介しております。 

 現代の私たちは多忙な日常生活の中で、過去を回顧する時間的・精神的余裕をなかなか見出せま

せんが、現在の伊勢崎市が、偶然今の姿となったのではなく、本編で取り上げた先人たちの功績によ

って発展を遂げていったことを再認識させられます。 

論語の「温故知新」[故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知る]の精神をもって本編を読んでいただき、先

人たちの功績を過去のものとせず、これからの伊勢崎市の発展に活かしていただければ幸甚であり

ます。 

 最後に、前述の板橋氏には、7 年間の長きにわたり寄稿いただきましたことに対して、心より感謝申

し上げます。 

 

平成２３年７月吉日 

アイオー信用金庫 

総合企画部 
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№１ 

 

織って染めて伊勢崎の名を広めた  

下城 弥一郎  嘉永６年（１８５３）～明治３８年（１９０５） 

 

下城弥一郎の碑が伊勢崎織物協同組合の一

角に立つ。３メートルを超す、この大きな碑は明

治４３年 （１９１０）建立で、総理大臣を務めた松

方正義が「下城弥一郎君碑銘」と題を書いている。

それだけでも弥一郎の偉大さが伝わってきそうで

ある。 

 
明治以降、外国から安い化学染料がわが国に

入ってくると、藍などの天然染料に頼っていた織

物産地の多くがそれを使うようになる。 

ところが、当時の化学染料は色が落ちてしまうなど劣悪だったため、それを積極的に用いた伊勢

崎織物は劣悪品のレッテルを貼られてしまったのである。そこで弥一郎はひとまず輸入化学染料の

使用を厳禁することで急場をしのいだ。その経験から弥一郎は織物にとって染色の問題が重要で

あることに気づき、染色研究を中心とした織物講習所を創設（１８８６）し、技術者の育成に努めた。

これが県立伊勢崎工業高等学校になっていく。 

製織の技術に関しても当時は秩父絣の名声に及ばなかったので、弥一郎は、織り上げた製品に

伊勢崎織物であることなどを明記し責任の所在を示すことを考えた。これによって信用を得て伊勢

崎織物の名声が大いに上がるようになったという。今で言うところのブランドラベルであろう。すぐれ

た製織・染色技術によって伊勢崎の名を全国に広めていくことになる。 

弥一郎は、若いころから下植木村の村会議員を務めるなど地域のリーダーとして活躍した。上毛

撚糸会社や群馬商業銀行の創立にも関わる一方、県会議長を歴任するなど、地方政治と産業育

成に大きな功績を残した。 
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大伊勢崎を構想した先人  

石川 泰三  嘉永６年（１８５３）～昭和１８年（１９４３） 

 

大正時代、華蔵寺から茂呂までは見渡す限り水田と畑

が広がっていた。市街地の一部を除くと貨物自動車や荷

馬車などの通行に不便な道路であった。それを解消するた

めに石川泰三（いしかわ・たいぞう）は、南北に抜ける大き

な道路を造る計画を発表。大正１３年（１９２４）に完成した

通称「六間道路」である。建設当時は「無用の長物」「採取

用の道路」「ぺんぺん草が生える」と陰口が言われたという。

この道路は約１１メートル幅で、現在国道４６２号の一部とな

っており、長く伊勢崎市内の幹線道路として重要な役目を

果たしてきた。泰三の先見性を感じる事績であるが、大きな

構想は時としてその時代に受け入れられないものである。 

石川泰三は、伊勢崎町１６８番地に誕生。設楽天僕（したら・てんぼく）に学び、明治６年（１８７３）

開校の赤石学校教員となる。泰三２０歳のときである。その後、山田、佐波、勢多の各郡長を歴任

し、大正４年（１９１５）、第４代伊勢崎町長に就任した。戸谷清一郎助役とコンビを組んで大伊勢崎

主義を主張しながら各種事業を推進し、昭和 ７年までの１８年間の長きにわたり町政を担当した。 

大正１２年（１９２３）から耕地整理事業を積極的に進め、伊勢崎町全域の基盤整備を行った。今

で言う都市計画である。さらに昭和５年（１９３０）、南小学校校舎を茂呂村地内に建設、昭和６年に

は茂呂村と宮郷村地内に伊勢崎競技場を設置、伊勢崎神社の昇格など、市域拡大を視野に入

れた施策を次々と実施していった。そして昭和１５年（１９４０）の伊勢崎市誕生を迎えた。８８歳の泰

三が初代市長として下馬評に上ったという。 

泰三存命中の昭和１６年（１９４１）、青銅製の全身立像が建立された。しかし、第二次世界大戦

中に金属が不足し金属回収運動が高まると、泰三は率先し銅像の供出を了承した。私たちが現在

見る市庁舎前の石製胸像は、銅像の代わりに立てられたものである。 
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初代伊勢崎町長 

武 孫平  安政６年（１８５９）～明治４４年（１９１１） 

 

三光町の永久橋近くに茅葺き民家が建つ。

初代武孫右衛門が寛文３年（１６６３）に開業以

来、明治１０年代まで二百数十年にわたって

船問屋を営業してきた家である。武家は代々

孫右衛門を襲名し、通称「たけまご」という。明

治政府は「右衛門」の使用を禁止したために

明治以降は孫平と改めた。「たけまご」は多く

の人物を傑出しているが、ここに紹介するのは

第１０代武孫平宣昭である。 

第１０代孫平は幼名を覚太郎といい、幼少のころから頭脳明晰で設楽天僕（したら・てんぼく）に

習い、１３歳で郷学責善堂（ごうがくせきぜんどう）の肝煎（きもいり）見習を務めている。肝煎見習は

現代風に言えば補助教員であろうか。 

父の第９代孫平が明治９年（１８７６）に亡くなり、１８歳で家業の船問屋を継ぐ。孫平は弱冠２３歳

で伊勢崎戸長となり、青年戸長の名をほしいままにした。そして、明治２２年（１８８９）に町村制が敷

かれると、孫平は初代伊勢崎町長に選ばれた。３１歳のときである。 

この年、両毛鉄道が開通した。新橋横浜間の鉄道開通から１７年後のことである。両毛鉄道は伊

勢崎では華蔵寺公園の北を通ることが予定されていた。国定駒形を直線で結ぶ計画に対し、伊勢

崎町では戸長の孫平を先頭に駅舎を市街地に近づける誘致運動を展開した。 

町民有志に駅舎建設資金の篤志寄付を募り、民間の力で駅舎の土地を提供し、路線を大幅に

変更することに成功。ＪＲ両毛線が伊勢崎に入ると、大きく弓なりにカーブをして市街地に近づくの

はそのためなのである。 

町長退任後は、佐波郡会議長や伊勢崎実業協会長、群馬銀行取締役など多数の公職を務め

た。しかし、孫平の真骨頂は運送業で、舟運から陸運への大きな転換を図った。明治４４年９月２６

日、病気のため死去。享年５３歳であった。伊勢崎町は孫平の７年忌にあたる大正７年（１９１８）、

華蔵寺公園内に見上げるばかりの大きな顕彰碑を建てた。 
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金融界・教育界で貢献したキリスト信者 

森村 堯太  文久３年（１８６３）～大正１２年（１９２３） 

 

伊勢崎地方は明治以降、織物業が飛躍的

に発達し織物隆盛の時代を迎えた。産業育成

には多額の資金が必要とされ、その資金調達

のため金融機関の設置が望まれていた。当時、

県内では前橋と館林に国立銀行が設置された

が、伊勢崎の設立申請は政府の許可が得られ

ず、金融機関の空白地区となっていた。 

そこで森村堯太（もりむら・ぎょうた）、小暮英

三郎、羽尾勘七、中沢豊七、下山求平の５人

が中心となり、明治２１年（１８８８）に伊勢崎銀

行を設立した。私立銀行の設立は県内では早 
連取町にある黒松の巨木「連取のマツ」 

いほうで、頭取には森村堯太が就任した。私立銀行の出資者の多くは地主や商工経営者であった

が、伊勢崎の場合は、織物業関連の商工業者が中核を担ったところに特色がある。富国政策の中

核をなす農工業者に資金を供給するため、前橋市に群馬県農工銀行が設立されるが、設立委員

１６人にも森村堯太は名を連ねるなど、金融界のリーダー的存在であった。 

伊勢崎銀行初代頭取の森村堯太は、連取村の森村本家の分家に生まれた。祖父京兵衛のとき

に本家から分かれた家で、県指定天然記念物の「連取のマツ」がある天神様近くに所在するので

「天神の家」と通称されている。堯太は碩学
せ き が く

新井雀里（じゃくり）に漢学を学び、本家の伯父登喜太

の影響を強く受けながら育った。成人後は、野村藤太らと交流する中で明治２０年（１８８７）にはキリ

スト教に入信し、熱心な信者となり伊勢崎地方のキリスト教布教に力を発揮する。 

また、大正２年（１９１３）に財団法人共愛社が設立されると、堯太は理事長に選出された。明治２

５年  （１８９２）には県会議員に当選し、政治の世界でも活躍し廃娼運動をはじめ社会活動に力

を発揮した。 

森村堯太は、伊勢崎銀行、上毛貯蓄銀行などを創設し金融界で活躍したが、ほかに県会議員

として政治家としての一面もある。また、共愛学園の創立にも参画するなど教育文化のリーダーとし

て忘れてならない人物のひとりであろう。 

 

《参考文献》・・・石原征明「森村堯太とその生きた時代」 『ぐんま史料研究』２２号 
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西洋医学者であり、赤石学校初代校長を務めた 

設楽 天僕  天保１２年（１８４１）～明治１６年（１８８３） 

 

「医学と教育とは均しく此れ仁術」と語った設楽天僕

（したら・てんぼく）は、市内新町（あらまち）で油・砂糖を

商う七郎兵衛の長男として生まれた。初めは新井雀里

（じゃくり）に漢文を学び、１５歳ころ高崎の依田元甫（よ

だ・げんぽ）のもとでオランダ医学を学ぶことになった。医

学の道を究めるべく大阪の緒方洪庵門下に入り医学を

学んだが、時代は西洋医学であると悟り、天僕は長崎へ

勉学に向かった。 

長崎では、シーボルトの後任としてオランダ人医師ポ

ンペが指導に当たっており、そこでポンペから直接医学

を３年ほど習うことができた。しかし、郷里伊勢崎の親か

ら早く帰郷するようにと連絡があり、天僕は文久元年（１８

６１）に帰郷して外科医院「日精堂医院」を開業した。２０

歳のことであった。２年後に天僕を指導した高崎の依田元甫が急死し、後継者が幼少で困ってい

るのを見かね、天僕は日精堂医院を閉めて高崎の依田医院へ移った。 

しばらくして伊勢崎へ戻って医院を再開すると、天僕の知識と教養を漏れ聞いた伊勢崎藩では、

郷学責善堂（ごうがくせきぜんどう）の頭取となることを強く要請した。その結果、一時は医者と教師

を兼務し、伊勢崎の恩人とされる石川泰三、武孫平、細野次郎をはじめ、伊勢崎地方の政治経済

界の逸材の多くを育てた。 

明治５年（１８７２）に学制が発布された。伊勢崎ではいち早く対応し、翌６年（１８７３）６月９日に

本光寺の仮校舎で赤石学校（現、市立北小学校）を開校した。設楽天僕は３３歳の若さで校長を

命じられた。この学校は市内最古の公立学校で、開校当時の生徒数は男女２３８人であった。なお、

赤石学校は同年１１月には旧藩邸内の学習堂に移転し、明治１６年（１８８３）には校舎も新築され

た。 

天僕はその後、町会議員に選ばれるなど活躍したが、４３歳で亡くなる。明治４４年（１９１１）には、

遺徳碑が華蔵寺公園に建てられた。 

 ６
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蚕一筋に生き、養蚕長者と呼ばれた 

田島 弥平  文政５年（１８２２）～明治３１年（１８９８） 

 

田島弥平は文政５年（１８２２）、島村に生まれました。島村は

利根川の水害常
じょう

襲
しゅう

地帯で、弥平が誕生した文政５年にも大水

による甚大な被害があり、多くの家が移転を余儀なくされたとい

います。そして、明治４３年（１９１０）の大水で壊滅的な被害を受

けた島村は、大正初期の堤防工事によって利根川は村の中央

部を東西に流れるようにし、村は南北に分断されました。 

このように島村は大水が出るたびに被害を受けてきましたが、

大水は被害を与える一方、上流から肥沃な土壌を運びました。

また、大水による浸水により地中の虫が死んでしまい、微粒子病

の被害を最小限に食い止める効果もありました。 

島村に生まれ育った弥平は、養蚕研究を進め、従来の温

暖育に代わる清涼育を考案しました。実験のために文久３

年（1863）には主
お も

屋
や

兼蚕室を建てました。これは現存する主屋で、間口１３間半（約２４

ｍ）、奥行５間（約１６ｍ）の規模で、民家としては県内最大級です。弥平は、明治５年

（１８８２）に『養蚕新論』を出版し、飼育法の普及に努めました。自然の恵みにより、

島村は蚕飼育の好適地となり有数の蚕種製造地になっていきました。 

田島弥平 肖像画 （明治１２年、イタリアにて） 

そのような時期に、イタリアをはじめヨーロッパでは、微粒子病によって養蚕業が大打撃を受けま

した。弥平らは明治１２年（１８７９）、イタリアへ蚕種５万枚を持って海を渡りました。出発は１２月１２

日のことでした。冷蔵庫の無い時代ですから、温度の低い冬場に出かけるのが最も理想的な季節

であったと思われます。 

徳があり、財をなした弥平は、地元民から「養

蚕長者」と呼ばれました。生前の明治２７年（１８９

４）、高さ３ｍを超す大きな養蚕興業碑が田島弥

平の家の入り口に建てられました。それによると、

碑には「七十有三、老いて益壮んなり」とあります      

が、その３年後の明治 ３１年（１８９８）に７６歳で

亡くなりました。 

文久３年（１８６３）建築の主屋兼蚕室 

 ７
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日本の生活歌「民謡」の心を集大成 

町田 佳聲  明治２１年（１８８８）～昭和５６年（１９８１） 

 

町田佳聲（まちだ・かしょう）は、佐位郡伊勢崎町

（現三光町）の醤油醸造業を営む町田伝七の次男

に生まれ、幼名を英（はなぶさ）といった。生家近く

には伊勢崎織物で賑わう料亭も多く、三味線の音

色が聞える環境で幼少時から邦楽に親しんでい

た。 

旧制前橋中学校では、同じクラスにいた萩原朔

太郎の影響を受け、一時は文学方面に進むことを

考えたが、伊勢崎織物に関わる図案を学ぶため東

京美術学校図案科に進んだ。学業の途中で眼を患ってしまい、卒業はするものの細かな図案の仕

事につくことは断念せざるを得なかった。大正２年（１９１３）に同校を卒業し、時事新報の美術記者

として入社。病気になり一年足らずで退社した。この時期に長唄、三味線、新内などを学び、杵屋

四郎三郎の名をもらっている。 

町田佳聲の生家（伊勢崎郵便局の南側） 

佳聲は、大正１５年（１９２６）のＮＨＫ開局と同時に入社し、邦楽担当者として北原白秋と組んで

多くの名曲を発表するなど活躍した。日本民俗学の創設者である柳田国男から「日本人の生活歌

であり、労働歌である民謡は民俗学であり、地理学である」と助言を受け、全国の民謡調査を志し

たという。 

昭和１２年（１９３７）、５０歳のとき、蓄音機を改良した重さ１２キロの機材（町田式写音機と呼ん

だ）を担いで青森に旅立った。昭和３８年（１９６３）に九州の採集で調査を終えるまで全国各地をま

わり、昭和５５年 （１９８０）に調査の集大成『日本民謡大観』９巻を完成させた。 

この民謡調査では、録音に際して歌い手が歌詞を

紙に書いてくると、それを取り上げてしまった 

という。その理由は書いたものを見るとそれにこだわっ

てしまうからだといい、もともと労働歌は仕事を間違え

なければ良く、細かい歌詞までは問題ではなかった。

子守唄採集のときは、赤ちゃんの代わりに二つ折りの

座布団を背負わせて歌わせたエピソードも残る。新作

民謡の作曲も多数手がけ、「ちゃっきりぶし」はその代

表作である。 
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 重嶷  宝暦６年（１７５６）～天保７年（１８３６） 

の歴史・

地

来については「永禄中より

応

植木

ね

３３歳で父の跡を継いだ重嶷は、その延

長 。 

･

る。 

『伊勢崎風土記』を書いた伊勢崎藩家老 

関

 

関重嶷（せき･しげたか）は、江戸時代の人である。伊

勢崎藩２万石の家老を務めるかたわら、『伊勢崎風土

記』を著した篤学の士として今に名を残す。この『伊勢崎

風土記』には、江戸時代における伊勢崎地方

理・風俗・物産などが詳細に書かれ、伊勢崎の歴史

や文化を知る上で重要な文献となっている。 

原文は漢文であるが、伊勢崎市史の読み下し文によ

ると、「伊勢崎は古昔赤石という。東上州佐位郡の西南

界にあり。佐位、那波二郡の地は封土二万石のくにな

り」と記され、伊勢崎の地名由

同聚院（曲輪町） 

元亀に至りしばしば火あり。以て地名火気に

ずと為す。ここにおいて伊勢大神宮を城中に建て之を祀り伊勢崎と号す」とある。 

また物産の項には「鮭（さけ）、利根川及び比利根川に出ず。葱（ねぎ）、下植木村に出ずるもの最

も美味なり」などと記され、江戸時代には利根川と比利根川（現在の広瀬川）に鮭が遡上し、下

ぎは江戸時代から評判であったことが分かる。この風土記は江戸時代の情報を今に伝える。 

天明３年（１７８３）、浅間山噴火により利根川が洪水となり全国的な飢饉に見舞われた。父の当義

（まさよし）は、領民のために河川の浚渫（しゅんせつ）や堤普請など事業を行い、領内では復興に際

して一揆や不穏な行動もなかったという。天明８年（１７８８）、

線上に藩政改革を進める一方、藩学の振興に務めた

寛政９年（１７９７）には伊勢崎藩の国家老となった。重嶷は

ぎょくすい）から朱子学を学び、領民の教育に配慮し

た庶民教育施設「郷学（ごうがく）」の発展に尽くした。

安永３年（１７７４）に藩校学習堂が創設されると学頭

（がくとう）に任じられた。重嶷は学問を好み、『発墳

暦』『沙降記』など多くの編著が残る。数え８１歳で没し、

同聚院（曲輪町）の墓地に父当義の墓と並び、現在、

市指定重要文化財になってい

、若い時期に儒学者村士玉水（むらし

市指定史跡 『関当義・重嶷父子の墓』 
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大樋で川を越すアイデアの八坂用水を完成 

小畠 武尭  ？～享保１８年（１７３３） 

 

小畠武尭（おばたけ・たけたか）は、

伊勢崎藩の役人として八坂（やっさか）

用水完成の功績者である。八坂用水

は、宝永３年（1706）に完成した全長約

15 キロの用水で、前橋藩領の笂井村

（うつぼい）地内の桃木川で取水し、笂

井、増田、二之宮各村の水田を灌漑し

ながら、伊勢崎藩領の八坂村、波志江

村、今泉村、茂呂村など約  ３００ヘク

タールを潤す。 

 伊勢崎藩の広瀬川東側は、粕川が

流れる程度で田植え時には水不足に

悩む地域であった。湧水や大小の沼では耕地の拡大は望めず、新田開発には用水の確保が必要

であった。そこで伊勢崎藩は、安定した用水を得るために用水を引く計画をたてた。その担当者が

小畠武尭であった。 

八坂樋の外観（高橋寿郎氏所蔵） 

彼の名を後世に残すことになったのは、神沢川を越す大樋（おおどい）の設置である。通水すべ

き下増田村と八坂村の間に神沢川が流れており、前橋方面からの水をいかにして伊勢崎方面へ

流すかが最大の課題となった。この神沢川に７０メートルを超す木製の大樋を架けて通水するアイ

デアを考えた。武尭は、八坂村在住の阿久津氏ら地方役人の協力を得る一方、水の取り入れ口に

近い前橋藩領の増田村の田植えが済んでから用水に水を引くなど配慮をしながら工事を進めた。 

 神沢川以西が前橋藩領であったため工事の測量を許されず、暗夜に乗じて線香の明かりを目標

に人知れず行ったという伝承もあるが、これは小畠の苦心を誇張したもので必ずしも真相を伝えて

いない。通水の朝、小畠は善応寺本堂で白装束で報告を待ち、無事通水と聞くと舞いを舞ったと

伝える。 

 八坂用水は明治以降、八坂用水組合が経営した。現在の佐波新田用水路はこの水路が根幹と

なっており、佐波新田用水の完成に伴い、八坂樋は大正 13 年（1924）に取り壊された。武尭は享

保 18 年（1733）に没し、墓は善応寺にある。 
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金井烏洲 肖像画 

 （境島村 金井義明家所蔵）
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井 烏洲  寛政８年（１７９６）～安政４年（１８５７） 

 

金井烏洲（かない・うじゅう）は、寛政８年（1796）に佐位郡島村

の金井彦兵衛の次男として生まれた。烏洲の生家は前島という集

落にあった。当時、前島は利根川と烏川の合流点にあり、東西約

一キロ、南北約七〇〇メートルの中洲であった。烏洲の雅号は、烏

川と利根川が る中洲を意味する。一説には太陽の中の金

烏を指し、日本をイメージした雅号ともいう。文化十二年（1845）、

その中洲に呑山楼 と呼ぶアトリエを建て、そこで画を描いた。 

この前島は利根川の侵食を受け、水面に突き出した土地の上に て

流されるなど次第に追い詰められ、人々は安全な地へ移転すること

新野、新地、立作などで、金井家は明治元年（1868）に前島から新 て

解体移築したとい へは高野長英や 辺崋山ら 立ち寄っている。 

烏洲は、画を春木 南湖 を菊池 五山 、文章を古賀 侗 庵 について学んだ。当時、一流とい

われた人である。これは父萬 戸 が一流の先生に学ぶ方法が良いという独特の教育方針によるもの

で、烏洲兄弟も一流の先生について学ぶが、その教育費は蚕種業で得た財力によるものであった。

烏洲は天保３年（1833）、37 歳のと 旅たつ。同行の田島弥兵衛（号梅陵）は島村養蚕業

の立役者の一人であった。烏 頼 山陽 にも会い、書画や政治に 見を交わしたという。 

烏洲は絵画に秀で、弟の研 香 も絵画を得意とした。烏洲の四男之 恭 は書に秀で、明治の三筆

と称されるなど、金井家は多くの文人を輩出した。一月の七草には門人、旧知の者を招待してご馳

走をしたので、文人たちに「金井家の年始日」として知られていた。烏洲は雅会に出かけて、筆料を

もらうと好物のうなぎの蒲焼を取り寄せ、盃を交わした。その結果、多くの財を使ってしまったという。

安政４年 1 月 14 日、６２歳で没した。戒名は「林学院烏州泰翁居士」で、烏洲と一族の墓は県指定

史跡となっている。 

 

島村の誇る幕末の日本画家 

金

合流す

どんざんろう

ある家は、家ごと水中に没し

になる。その移転先が現在の

野へ移転し、呑山楼も前後し

う。この楼 渡 有名な文人も

は る き な ん こ

、漢詩
き く ち ご ざ ん こ が どう あん

ばん こ

きに京都に

らい さんよう

洲は ついて意
けん こう ゆき やす
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高崎白衣大観音の原型を制作した彫金工芸家 

森村 酉三  明治３０年（１８９７）～昭和２４年（１９４９） 

 

森村酉三（もりむら・とりぞう）は、明治 30 年（1897）に宮

郷村連取の森村連太の三男として生まれた。市指定重要

文化財「旧森村家住宅」が彼の生家である。 

森村家は代々宮郷村村長を務め、長兄鍋太も村長を務

めた家柄である。父連太は手先が器用で木彫り制作を楽

しむなど芸術的なセンスがあり、酉三が芸術の道に進むに

あたって少なからぬ影響があったと考えられる。 

酉三は明治 43 年（1910）に前橋中学校へ進学した。同

級生に礒部草丘（日本画）や横堀角太郎（洋画）がいた。

45 年に教諭排斥運動を起こし退学処分を受けたが、兄鍋

太らの奔走で沼田中学校へ再入学できた。大正 7 年

（1918）に東京美術学校鋳金科へ進学し、津田信夫教授

の指導を受けた。12 年（1923）卒業後は研究科へ進んだが、まもなく同郷の須賀寿々子と結婚し、

池袋で新婚生活を送った。 

 高崎白衣大観音 

たびたび帝展入選を果たすなど意欲的な制作活動を行っていた。しかし残念なことに戦争中の

金属供出によって多くの金属製モニュメントが大打撃を受け、酉三の作品も例外ではなかった。現

在残る作品は、高山彦九郎と小栗上野介レリーフ（前橋市・群馬会館）、関川機関兵胸像（昭和

町・天増寺墓地）など、わずかである。 

酉三が高崎市観音山の白衣大観音の原型作者であることは意外と知られていない。酉三は若

いころに京都奈良に仏像のスケッチ旅行に出かけるなど仏像彫刻に造詣が深い。井上保三郎が

観音山に市のシンボル観音立像の建立を発願し、原型制作を酉三に依頼した。完成した原型を

受け取ったのは田中角栄（後の総理大臣）というエピソードが残る。昭和 11 年（1936）10 月 20 日が

開眼式であった。 

戦時中は伊勢崎に疎開して群馬美術家協会の創立に尽力し、第 1 回展は市内の日野屋デパ

ートで開催された。戦後の一時期、東京に住むが不幸にして昭和 24 年（1949）、53 歳で亡くなっ

た。 
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伊勢崎発展の礎を築いた初代藩主 

稲垣 長茂  天文８年（１５３９）～慶長１７年（１６１２） 

 

稲垣長茂（いながき・ながしげ）は三河国牛久保（現愛知県

豊川市）に生まれた。藤助と称していたが、後に平右衛門と

改める。初めは今川氏に仕え、永禄８年（1565）に徳川家康

の配下となった。赤茶色の頬ひげをはやしていたので、家康

から赤ひげと呼ばれたという。 

天正 18 年（1590）には上野国山田郡・勢多郡と下野国足

利郡の３郡 3,000 石を知行し、関が原の合戦の戦功により慶

長６年（1601）に伊勢崎 1 万石の大名として封ぜられた。伊勢

崎では、現在の同聚院
どうじゅういん

の場所に仮住まいをし、ここを拠点と

して陣屋の建築を行い、本町の東西に道路を整備するなど

町屋形成に努めた。 

稲垣 長茂 像 伊勢崎市天増寺蔵 

同聚院には普通の寺院にある山門とは異なった武家屋敷の長屋門の面影をとどめる門が残り、

稲垣氏居住の証となっている。この門は「同聚院の武家門
ぶ け も ん

」と呼ばれ、市指定重要文化財である。 

長茂は田植え時になると、馬に乗って水田の見回りをし、水不足で村々が争うと仲裁をしたエピ

ソードが伝わる。長茂は慶長 17 年（1612）に亡くなり、重種が家督
か と く

を継ぐが元和
げ ん な

２年（1616）に越後

へ転封となる。稲垣氏は２代の治世 16 年間に近世伊勢崎町発展の礎を築いたのである。 

長茂の墓は昭和町天増寺
て ん ぞ う じ

にある。歴代当主は転封となっても天増寺に埋葬され、大きな    

宝篋印塔
ほ う き ょ う い ん と う

が立てられた。稲垣氏は鳥羽城主で明治維新を迎えた。天増寺の墓地に広がる累代の

宝篋印塔群は荘厳な墓域を形成している。 

 

【参考文献】  渡辺敦 『近世伊勢崎の人々』 伊勢崎郷土文化協会 1970 年 
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伊勢崎における女医のさきがけ 

高川 磯  天明４年（１７８４）～文久元年（１８６１） 

 

高川磯（たかがわ・いそ）は高川喜兵衛（きへい）の子

孫という。喜兵衛は但馬国（現兵庫県）の人で、平塚河岸

（ひらづかかし）に落ち着き、ついで伊勢崎の袋町に移り

河岸を開いた。寛文年中（1661～1672）までは伊勢崎には

河岸は存在しなかったが、この喜兵衛が船道を見立て、町

役人の取り持ちによって船の往来が可能になったという。 

通称喜兵衛河岸の誕生である。 

その後、武孫右衛門が河岸を開削したので、伊勢崎には

二つの河岸問屋が存在していた。喜兵衛河岸の問屋を経営

していた高川氏は、無宿者を無断で宿泊させたという理由 

などから宝暦８年（1758）に問屋の営業停止を命ぜられて 

しまった。その１３年後、同業者の武孫右衛門、親類の高 高川氏婦人墓（善応寺墓地） 

川利左衛門、そして町役人が連名で嘆願書を提出しているが、この高川利左衛門の娘が高

川磯なのである。 

高川磯の事績は今までほとんど知られていなかった。善応寺（ぜんのうじ）墓地の「高

川婦人墓」によると、増田家に嫁し一男一女をもうけたが、夫が亡くなったので娘だけ連

れて実家に戻った。ちょうど家産が傾いたときであったので、一家離散など非常に苦しい

体験をした。どうにか持ち直した文政 11 年（1828）、武蔵国大里群久下村（現熊谷市）の

菅谷氏の二男憲を娘の婿に迎えて家督を継いでもらうことになった。婿の名を高川憲とい

う。後の名医村上随憲（むらかみ・ずいけん）である。 

磯は、晩年になって医学を修め、特に産科術をよくしたようで千人以上の人々の命を救

ったとある。文久元年（1861）６月１７日に７８歳で亡くなった。戒名は「寿量妙海大姉」

で、辞世の句で「とつ年を重ね参りて行く旅も故郷近き弥陀の浄土へ」と詠っている。 

３年忌に建てられた墓碑には、廃絶寸前の家を女性が再興するのは世に例が少ないので賞

賛すべきであり、医術を継承するのは難しいと記されるが、婿養子である随憲によって医

術の系譜は確実に伝わることになる。  
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旧時報鐘楼を寄付したハッカ貿易商 

小林 桂助  弘化３年（１８４６）～大正７年（１９１７） 

 

明治６年（1873）、新潟県魚沼地方を旅したフランス人

医師ヴィダルは現地に産するハッカに注目し、その製法な

どを記録した。西洋人にはハッカが珍しく、外国では日本

から輸入したハッカを「こばやし」と呼んだという。それ

は伊勢崎町出身のハッカ貿易商小林桂助に由来する。 

 西町（現三光町）の建具職人の次男に生まれた桂助は、

薬種商の養子となり、２０歳のときに志を立て横浜へ出た。

北海道のハッカに注目しハッカ草の栽培と販売を進めた。

戦前、日本のハッカは国際市場で８割以上のシェアを持ち、

生糸と並ぶ重要な輸出品であり、フランス、ドイツ、イギ 
旧時報鐘楼（伊勢崎市曲輪町） 

リスではハッカを「こばやし」と称するほどの信用を得た。 

現在は中国がハッカの一大産地であるが、北海道北見地方の天然ハッカは、現在も「Ｋ」

ブランドとして国際ブランドの地位を保つ。 

ハッカ貿易で利益を得た桂助は、郷里の伊勢崎町に高額寄付するなど公共事業に多大な

貢献をした。時報鐘楼の建設基金として当時のお金で２６５０円を寄付した。これは大正

天皇の即位記念として大正４年（１９１５）に完成。外観は煉瓦仕上げであるが、実際に

は群馬県で最古の鉄筋コンクリート造である。 

桂助が興した会社は、「小林桂株式会社」として創業者の名を現在に残す。会社案内に

よると、明治１６年（１８８３）に創業し、大正１２年（１９２３）に神戸へ移転し現在

に至るが、今でもハッカ貿易における国内第一位の地位を保つ。 

大正７年３月１４日に病没、享年７３歳。葬儀に参列した伊勢崎町の石川泰三町長は「慶

応二年八月奮然志を立て、当時新開の横浜港に出ず、時に年二十歳爾来励精刻苦すること

多年、遂に今日の成功を見る。洵に立志伝中の人たるに足るものあり」と弔辞の中で顕彰

した。 

 

・参考文献：『是我―石川泰三伝―』伊勢崎郷土文化協会、１９７２年 

・旧時報鐘楼のイラスト：太田市 金井美佳 作 
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チベットに暮らした冒険家 

矢島 保治郎  明治１５年（１８８２）～昭和３８年（１９６３） 

 

河口慧海（かわぐち・えかい）は、明治３３

年（1900）に日本人として初めてチベットに入

った。当時チベットは鎖国をしていたので、彼

は日本人であることを隠し仏教寺院に暮らした。

しかし、あるとき日本人であることが露見して、

いったん国外退去となる。 

その後、大正３年（1914）にチベットを再び

訪問した。鎖国状況は幾分変化したが、その時

点でも日本人の在住者は慧海を含め４人だけで 

あった。慧海のほかは、西本願寺が派遣した二 矢島保治郎の墓（伊勢崎市本関町） 

人（青木文教と多田等観）と矢島保治郎である。 

矢島保治郎は本関町に生まれた。子どものころから暴れん坊で、前橋中学校へ進んだが

型にはまった生き方は好まず退学し、自由に世界を駆け巡るのを夢見る人物であった。日

露戦争に従軍し勲章をもらって帰国した後、河口慧海の「チベット旅行記」に刺激され、

日本力行会という会に所属し、無銭旅行をしながらの冒険を企てチベットに潜り込んだ。 

チベットで暮らしているうちに、正月を祝って日章旗を掲げたところ大騒ぎとなり、そ

れが国王の耳にまで聞えた。そのころチベットはロシア、中国などの圧迫もあり、軍隊の

創設を検討中であった。日露戦争に軍曹として従軍した知識と経験がチベットの地で大い

に役立ち、彼はチベット軍の軍事顧問となり、国王から恩顧を受け、ラサの商人の娘（ノ

ブラ）を紹介され、結婚し男の子（意思信）をもうけた。 

しかし、チベットはイギリス式の軍隊制度を採用したので日本式は不要となり、さらに

隣国インドから不当な申し入れを受けた結果、保治郎は大正７年に国外退去することにな

った。妻子を連れて帰国し、生家の枠屋を継いだ。商売には不向きであったらしく事業は

順調ではなかった。やがて妻を結核で失い、息子は戦死するという苦悩を体験した。冒険

に明け暮れた前半生と異なり、晩年は失意のうちに昭和 38 年に前橋市の自宅で亡くなった。

（執筆にあたり、殖蓮史談会星野正明会長のご教示を得た。） 

 

参考文献  松本栄一『チベット生と死の知恵』平凡社新書、2002 年 
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上州初の西洋医学者 

村上 随憲  寛政１０年（１７９８）～慶応元年（１８６５） 

 

村上随憲（むらかみ・ずいけん）は、長崎でシーボルトに

ついて医学・蘭語を学び、上州にいち早くオランダ医学を  

もたらした。 

武州熊谷在の大里郡久下村に生まれ、本名は憲で、随憲は

号である。俳号を米五と称した。当初は医術を志し江戸の  

吉田長叔について蘭学を学んだ。多くの蘭学者は外科眼科 

だけであったが、随憲は内科産科も学んだという。たまたま

シーボルトの来訪を知り、吉田塾を辞して長崎へ出かけた 

のである。 

郷里を出て以来１４年に及ぶ修行を終え、文政 11 年（1828） 

31 歳のときに上州境町で開業した。これが上毛洋医のはじま 村上随憲肖像

りである。随憲は病人に対しては貴賤貧富を問わず接し、貧しい人からは薬代をもらわな

いという姿勢を貫いた。それは「起廃活死」という言葉が示すように、廃人を起こし、死

を待つ人を生かすという医術の実践でもあった。随憲は、上州で最も早い時期に種痘を行

ったとされる。しかも境町に種痘所を設置し定期的に種痘を施すなど、本格的な治療を行

っていたことは特筆すべきであろう。 

随憲の父は皇室を崇拝しており、その影響もあって随憲は尊王思想に染まり、毎朝皇居

に向かって拝礼していたという。そして幕末には洋学を学んだというだけでなく、渡辺崋

山や高野長英らと交流があったために、本人のみならず子どもらも幕府からさまざまな弾

圧を受けることになった。 

「征病余暇楼」という名の塾を開き、無償で学問を指導した。多くの門人が輩出したが

中でも金井烏洲、金井之恭、大館謙三郎ら在郷の勤王家は良く知られる。子の宗俊、秋水、

俊平はいずれも江戸に遊学し医術を修めている。慶応元年、病を得て逝去。享年６８歳。 

 

 

参考文献  篠木弘明『蘭方医村上随憲』境町地方史研究会、１９８８年 
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伊勢崎を終の住処とした俳句師匠 

栗庵 似鳩  享保２０年（１７３５）～寛政９年（１７９７） 

 

「雪仏生れしときの顔に似よ」 

これは江戸時代に伊勢崎地方の俳諧をリードした栗庵似鳩

（りつあん・じきゅう＝姓は玉置）の辞世の句である。   

「雪仏」は現在では雪だるまを指すが、死ぬときは赤子に返

るという意味であろうか。墓は上蓮町の墓地に７回忌記念碑

として建てられ、現在市指定史跡となっている。 

似鳩は、寛政９年（1797）12 月 23 日、日課である仏を拝

した後、日記の端にこの雪仏の句を記して苦しむこともなく

亡くなった。63 歳であった。門人の一人は辞世の句を意識し、

「終いにもとの雪に消えしよ雪仏」と追悼句を作っている。 
栗庵似鳩の墓（左側）

俳諧で生計を立てる俳人を業俳（ごうはい）と言い、趣味 伊勢崎市上蓮町 

として俳句をたしなむ人（楽俳と呼んだ）と区別される。業俳としての似鳩は、生まれ故

郷の大阪で食い詰めて江戸に出てきた。しかし、江戸の風も合わなく中山道を通って大阪

に帰る途次、俳句仲間の長沼観音寺の僧松谷に会うべく雪の道を歩いてきた。お金もなく

空腹のため那波郡上蓮沼村（現上蓮町）の雪道に倒れてしまう。幸運にも名主の高柳勘太

夫に助けられ、そこでしばらく養生することになった。明和６年（1770）11 月 23 日のこ

とであった。 

明けて明和７年、伊勢崎で初めての正月を迎えた似鳩は、地元の新年句会で並々ならぬ

才能を評価され伊勢崎に留まることになった。似鳩はよき理解者に恵まれ、住む家も提供

された。庵の軒先に見事な栗の木があったことから、その庵を「栗庵」と名付け、自らの

号にも用いた。 

そして 28 年間上州に住み続け、伊勢崎を中心に藤岡、吉井、本庄、大間々方面まで門弟

は 500 人を超した。『栗庵日記』『栗庵句集』など多数の日記や句集がある。近世中期か

ら後期に生きた俳人のうち、これほど多くの日記や記録を残した文人も少ない。 

 

 

【参考文献】 『伊勢崎市史通史編２近世』 伊勢崎市 1993 年 
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宮大工と彫刻師を極めた芸術親子 

弥勒寺 音次郎  寛政８年（１７９６）～明治 ２年（１８６９） 

弥勒寺 音八  文政４年（１８２１）～明治２０年（１８８７） 

 

弥勒寺（みろくじ）音次郎は、寛政８年（1796）、

長沼村の渡辺家に生まれた。下渕名村の宮大工 

小林新七の弟子となり、見込まれて同家の婿養子

となった。初めは小林音次郎といったが、その後

弥勒寺姓に改めた。工匠としては河内守照房と称

した。 

主な作品に赤城神社本殿（境平塚・嘉永６年）

や冠稲荷聖天宮（太田市細谷・安政４年）がある。

舅の小林新七が下渕名村の妙真寺本堂の建築を担

当した関係で、音次郎が最初に手がけたのは同寺の須弥壇（しゅみだん）の造立であった。 
伊勢崎神社 本殿 （伊勢崎市 本町） 

数多くの神社仏閣の造営とその彫刻に関わったが、安政大地震の被害を受けた伊勢崎藩主

の江戸本邸の再建にも携わり、藩主からその立派さをほめられ名字帯刀を許された。本町

の飯福神社（現、伊勢崎神社）の彫刻に携わったのが最後の仕事とされる。  

一方、息子の音八は文政４年（1821）に生まれ、父とともに多くの神社仏閣の造営に関

わったが、音八は若いときに彫師岸又八の指導を受けながら初めて南千木町の屋台彫刻を

手がけたとされる。父は宮大工として活躍したが、音八は彫刻師としての道を選んだ。音

八を有名にしたのは、茨城県の笠間稲荷神社本殿の造営に関与したことで、現在、この本

殿は国指定重要文化財となっている。 

下渕名の大国神社近くにある墓地に音次郎・音八父子の墓があり、音次郎の碑には「弥

勒寺翁寿蔵碑」とあり、音次郎を顕彰した弟子が建てた。正面に戒名「棟梁院立太柱宮居

士」が刻まれる。その後ろに音八夫妻の小振りな墓があり、戒名は「霞松院梅翁彫馨居士」

とある。墓石には「明治二十年亥年三月十四日 俗名弥勒寺音八 行年六十七」とある。 

 

 

【参考文献】 『境町史第３巻（歴史編上）』 境町 １９９６年 

『波志江の屋台』 伊勢崎市教育委員会 ２００７年 
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「境街糸市繁昌之図」を描いた画家 

金井 研香  文化３年(１８０６)～明治１２年(１８７９） 

 

金井研香（かない・けんこう）は、文化３年

（１８０６）島村に生まれた。金井万古（万古）

の四男で通称を寿平といった。研香は画号で、

毛山・神農台、書学村舎などの別号を持つ。兄

の烏洲（うじゅう）から南画を学び、後に江戸

へ遊学し、当代一流の文人を師とした。 

墓碑銘に漢文で「好為花卉動植物写生」とあ

るように、研香は花や動植物を好んで描き、残

された作品からもそれは伺える。安政の横浜開

港ころから明治にかけて活躍した。相川考古館の茶室（県重文）を建築した相川杪保（す

えやす）の肖像画（明治５年作）に見るように、求めに応じて多くの絵を描いた。 

境街糸市繁昌之図 （部分） 

市内にも肖像画、ふすま絵、屏風絵などたくさんの作品を残す。また庶民の求めに応じ

て絵馬も描いたりした。そのために自らを「関東売画翁」と称した。名作とされるのは大

作「境街糸市繁昌之図」（市重文）である。この糸市繁昌之図は慶応２年（１８６６）の

作であり、境町の糸市が盛んな様子を、躍動感あふれる市に集まる人々を軽妙なタッチで

ユーモラスに描きあげている。 

同じ島村の田島弥平が著した『養蚕新論』および『続養蚕新論』の挿絵も担当している。

この絵は今風に言えば、解説写真というもので、リアルで分かりやすい仕上がりとなって

いる。この書によって多くの養蚕家が新しい飼育法を学習できた。養蚕の本場で生まれ育

った研香だからこそ分かりやすくリアルに描くことができたと言えよう。 

ある夜、盗賊が押し入り、果敢にも研香はこれを一喝し退散させたが、盗賊を追ってい

くと逆に襲撃されて大怪我を負ってしまい、治療の甲斐無く、明治１２年（１８７９）１

月１９日に亡くなった。享年７４歳で、戒名は自ら命名した「呑山書院毛翁鬼神居士」で

あるが、「鬼神」とは凄い戒名である。 

 

【参考文献】 『境町史第３巻（歴史編上）』 境町 １９９６年 

しの木弘明編『境町碑墓銘集』 境町教育委員会 １９９７年 
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私塾「南淵塾」で伊勢崎の多くの人材を育てた 

新井 雀里  文化１０年（１８１３）～明治３３年（１９００） 

  

新井雀里（あらい・じゃくり）は伊勢崎藩士で、明治維新後は

私塾を開いて明治大正期の伊勢崎地方の政財界で活躍する人物

群を育て上げた。北海道の初代岩見沢市長の高柳広蔵は、雀里

の弟子であり一時は養子でもあった。 

名は小一郎、諱
いみな

は広道、雀里は号である。若いころから学問

に精励し、２７歳で藩校学習堂の助教となり、後に江戸藩邸に

あった信古堂の教授を兼ねながら、古賀恫庵（どうあん）に詩

文を学び、３５歳で学習堂の頭取となった。 

雀里は、安政５年（１８５８）、蝦夷地へ出向し、幕府直轄地

であった箱館奉行所雇として北海道の地で十数年に及ぶ開拓事

業に従事した。幕臣榎本武陽は新政府に軍艦引き渡しを拒否し蝦夷地へ向い、五稜郭に籠城す

るが、その中に雀里もいたのである。抗戦むなしく降伏後は一時拘束される。やがて放免され

て貫前神社の権宮司を命ぜられたが程なく帰郷した。 

 新井雀里肖像（85 歳）

現在の宗高町に「お建て屋」と称する士族授産の住宅が建てられ、雀里はそこに住み、敷地

の一角に私塾「南淵
なんえん

塾
じゅく

」を開いて漢学を教授した。そこからは伊勢崎地方の政財界をリードす

る多くの逸材が輩出した。明治１５年に記した国定忠治の墓碑銘をはじめ、彼は数多くの墓碑

銘を書いている。興味深いのは、元々は大酒飲みであったが、健康を害してから塩、お茶、煙

草など８種類のものを断ち、死ぬまで食さなかったことであろう。意思堅固な一面を感じさせ

るエピソードである。 

明治３３年（１９００）２月、８７歳で亡くなるが、彼は臨終間際にすべての蔵書を燃やし

たという。そのために残された資料が少なく、まさに伝説の人である。森村堯太ら多くの弟子

たちが雀里会を組織し、毎年命日に墓参して師匠の徳を偲び、『南淵百絶』『高山芳躅志（たか

やまほうしょくし）』を版行した。 

 

【注】 小一郎は「固一郎」とも書く。北海道に渡ったのは定説では安政５年であるが、

同３年とする説もある。（『群馬新百科事典』上毛新聞社、２００８年） 
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伊勢崎地方に遷都すべしとする建議を提出する 

井上 馨  天保６年（１８３５）～大正４年（１９１５） 

 
 井上馨（いのうえ・かおる）は、司馬遼太郎の作品では

井上聞多の名で出てくる豪放な青年志士である。長州萩藩

の尊王攘夷派藩士として、後の伊藤博文らと志士活動をし

て明治維新を断行してゆく。元々は攘夷派であったがイギ

リスの実力を知るに及び、イギリスへ渡るなど国際派に変

身し、明治政府の中では財政と外務に通じた権力者になっ

た。伊勢崎地方とは直接関係があるわけではないが、強い

て言えば深谷市血洗島出身の渋沢栄一と親しく、尾去沢鉱

山事件では、江藤新平ら内閣の追求に会い、渋沢とともに

辞職している。 
利根川上空から見た伊勢崎市周辺 

さて、この井上臨時建築局総裁と同副総裁の三島通庸が内閣総理大臣の伊藤博文宛てに建

議書を出した。その建議書は伊勢崎地方に都を移すという内容であった。二人が訴えた内容

を紹介すると、前提として東京は海に近くで便利であるが海に近すぎるためにマイナス面が

多いという。 
そこで新たに遷都する場合は次のような条件が必要であると主張した。第一に海から８０

キロから１２０キロ程度隔てているのがよい。第二に河川の便がよい。第三に平坦地であり

交通が発達している。第四に土地が肥えて水質がよい土地である。第五にこの地域は西北が

山に囲まれ、東南に開けている。第六に気候もほどよく衛生環境もよい。   
東京に近いところで以上の条件を満たす場所を求めると「上州地方すなわち赤城山南、新

田、佐位、那波等の諸郡より、中間利根川の一帯を挟み、武州幡羅、榛沢、児玉等の諸郡の

間に求めて可なり」ということになる。現在の伊勢崎市と太田市の一部、深谷市、本庄市に

なるのである。首都の区域を「方三里」すなわち約１４０平方メートルの区画とし、この場

所を速やかに設定し土地を買い上げて設置すべきであると訴えた。 
夢物語に終わってしまった建議書であったが、伊勢崎地方は地震も少なく、首都として良

好な土地と認識されていたことだけは確かである。第二次世界大戦中に皇居の移転が取り沙

汰されたときも、赤城南麓の地が候補に挙がったとされる。 
 

【参考文献】 『伊勢崎市史通史編３近現代』伊勢崎市、１９９１年 
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初めての宮中ご養蚕に奉仕した女性 

栗原 ふさ  嘉永４年（１８５１）～？ 

 

写真 左から２人目が栗原ふさ 

栗原ふさ（くりばら・ふさ）は、境島村に生ま

れた。父茂平は島村教会の設立者である。ふさは

数え２０歳のときに宮中の「ご養蚕」に奉仕した。

それがたまたま第１回のことであった。 

現在も皇居で毎年行われる「ご養蚕」は、明治

４年（１８７１）に昭憲皇太后が吹上御苑で復興

させたのが始まりとされる。安政６年（１８５９）

に鎖国が解かれて海外との貿易が行われるように

なる。日本の輸出品は生糸・茶・蚕種の３品目が大半を占め、特に生糸は主力商品として、

きわめて重要な産業に位置づけられた。そのことが官営富岡製糸工場などの殖産興業に連な

ってゆく。 

皇室は明治維新という時代背景の中で、復古調の動きを見せる。その一環として「日本書

紀」に雄略天皇が蚕を飼ったという故事にちなんで養蚕飼育を始めてみることにしたと想像

される。皇后みずから蚕を飼うことで国民に模範を示すという立場が鮮明になる。 

そこでその分野の専門家に尋ねたところ、渋沢栄一がその任に当たることになり、彼の親

戚筋で養蚕家である島村の田島武平が世話役として推薦された。そこで武平は、村内の蚕上

手な女性４人を選抜し皇居へ連れて行った。 

驚くべきことに、ふさは日記を付けていた。４７日間を要し、小石丸という日本在来の繭

を収穫し、その褒美としてふさは皇后から１１粒を頂戴して大切に持ち帰った。日記には東

京見物をしたことなども記され、また当時としては珍しい写真にも撮られている。「宮中ご養

蚕」奉仕という出来事により、思いがけず歴史のひとコマに名を残すことになった。 

 

【参考文献】 『第８回企画展図録 皇居のご養蚕展』群馬県立日本絹の里、２００２年 
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日本全国を旅した幕末の豪農 

森村 新蔵  寛政６年（１７９４）～明治７年（１８７４） 

 

森村新蔵（もりむら・しんぞう）は、那波郡連取村に生まれ

た。本家森村家の最も古い分家として隣接地に住み、約八町歩

を所有する大地主として農業経営の傍ら、旗本駒井氏の地役人

を務めるなど、４２年間も村政で活躍した人物である。     

一方、旅に生きがいを見出し、まさに「旅の人生」を楽しん

だ趣味人でもあった。彼は旅の記録を『北国見聞記』『西国見聞

記』として残した。幕末期の世相や風聞を記録した『享和以来

新聞記』２２冊とともに、現在は市重要文化財である。 

新蔵が旅立った永久橋界隈 

新蔵は１４歳のときに父に連れられた伊勢参りの体験で旅の

魅力にとり付かれ、文政１２年（１８２９）には俳句仲間と伊

勢神宮と金比羅宮を参詣し、帰りに富士山へ登っている。翌年は新潟から北国街道を通って

戸隠山、善光寺を参詣。天保１２年（１８４１）には東北地方を巡遊して北海道松前まで渡

った。７年後の嘉永元年（１８４８）には西国周遊の旅に出て、四国から九州を一周し、帰

りは山陰北陸を歩いている。 

このように全国各地の名所旧跡を尋ね、帰宅後は記録化に努めた。旅は徒歩であるからあ

る一定の地点で宿を取るが、街道筋以外では個人宅と一宿の交渉をするらしく、断られたり

する様子も描かれる。それぞれ地元の奇談や地域性あふれる話を聞いたり、時には旅で出会

った人に再会したり、上州出身の人と出会ったり、ドラマ性あふれる旅を経験している。新

蔵は旅をすることで日本を知り、上州との比較を通して故郷伊勢崎の文化や風土を再確認し

ているのである。また、松前から奥には行かずに帰郷したが、アイヌのことが気になり、新

井雀里から蝦夷地の地図を借りて模写するなど飽くなき好奇心があった。 

 

 

【参考文献】 落合延孝「幕末を旅した男」（勝俣鎮夫編『ものがたり日本列島に生きた人た

ち４文書と記録下』、岩波書店） 
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郷土出身の孤高の日本画家 

礒部 草丘  明治３０年（１８９７）～昭和４２年（１９６７） 

 

礒部草丘（いそべ・そうきゅう）は、那

波郡宮古（みやふる）村に礒部治作、そめ

の次男として明治３０年に生まれた。名は

覚太で、草丘は雅号である。小学校時代か

ら学力はもちろん運動神経も発達しており、

判断力や実行力は群を抜いていたと伝えら

れる。小学校時代の恩師宇野菜花洞の感化

を受け、前橋中学校に進み勉学に励む。 

赤城山（伊勢崎織物の作品） 卒業後は志願して高崎歩兵十五連隊に入

った。ここで後に大間々町の新国商店という石油肥料商に婿養子に入る阿久津三郎（後改名

して新井国蔵）を知る。彼は群馬県内における有力な理解者であり支持者となった。少尉で

退官後は、宮郷小学校の代用教員をしていたが、大正８年に上京し叔父の東京帝国大学教授

大塚保治の紹介で川合玉堂（かわいぎょくどう）に入門して日本画を学ぶようになる。 

５年の修業時代を経て大正１３年、草丘２７歳のとき、梨木温泉で取材した「冬ざれ」が

第五回帝展に初入選した。梨木温泉を選んだのは大間々の新井国蔵との縁による。大正１５

年には新居を西荻窪に構えて「尺山丈草居」と名付けた。俳号は尺山子であり、日本画にも

「尺草丘」という号を用いた。昭和１８年から翌年にかけて目黒雅叙園（元細川家の下屋敷）

に鶴の間、草丘の間を制作した。彼の作品には上毛の山河を好んで描いたが、特に赤城山の

遠望が多い。 

昭和１６年には県美術教会の創設や県美術協会展県の解説にも尽力し、昭和３９年に群馬

県功労者表彰を受けた。昭和３２年には句集『氷炭』を刊行するなど、画業のほかに俳句や

漢詩にもすぐれた才能を発揮した。三越本店では毎年草丘展が開催されるが、中央での発表

機会をほとんど絶っていた草丘にとっては唯一の中央における発表の場であった。それが孤

高の日本画家と称されるゆえんでもある。 
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立憲政治に名を残す郷土の名士 

中島 祐八  安政元年（１８５４）～大正２年（１９１３） 

 
中島祐八（なかじま・ゆうはち）は、父祐八、母よ

き子の長男として今井村（現伊勢崎市赤堀今井町）に

生まれた。幼名を文輔といい、明治４年に 2 代目祐八

を襲名。赤堀村第４代村長の中島祐八（明治 14 年生

まれ）は祐八の長男である。漢学を足立竹陰（あだち・

ちくいん）と中村順蔵に、洋学を吉田作弥に学んだ。

詩文にも長けており「槇窓痩梅」と号し、著書に「痩

梅詩稿」がある。 
明治６年（1873）には数え２０歳の若さで区長に推

薦され、その後村会議員などを務め、明治１４年には

自由党に入党し立憲政治運動に深く関わるようにな

る。明治１６年には佐位郡最多得票をもって県会議員

に当選した。 
明治２１年に上毛民会を組織するとともに板垣退

助が率いる愛国公党に入党し、国会開設運動を推進し

た。会議中に巡査が踏み込み、秘密集会を開いたとし

て牢獄に入れられるなど、祐八は常に官憲の攻撃にさらされた。明治２３年に行われた第１

回国会議員選挙では、第３区から３人が立候補し、藤岡の高津仲次郎（上毛民会）が当選し、

野村藤太（群馬公議会）と中島祐八（群馬公議会）は落選した。しかし同２５年に行われた

第２回の総選挙では、中島祐八が初当選し代議士となった。この選挙は政府が干渉したこと

から吏党と民党とが争い、全国で死者２５人、負傷者３８８人を出す激しい選挙であった。

壮士として中島祐八の選挙応援に金沢から来ていた吉江鉄麿は、下植木で多数の野村派の運

動員と口論となり殺害される事件もあった。 

祐八は明治１６年に「上州新報」を発刊し、同２４年には「日刊新聞上州」を発行するな

ど、新聞人としても活躍したが、大正２年１１月に現職のまま東京湯島の順天堂病院で病気

のため亡くなった。享年５９歳であった。法名は大廉院殿清節痩梅居士で、遺骨は故郷の宝

珠寺（曹洞宗）に葬られた。堂々たる墓石の墓碑銘を書いたのは友人犬養毅（いぬかい・つ

よし）である。 
 

《参考文献》 

赤堀村誌編纂委員会編 １９７８ 『赤堀村誌』上卷 赤堀村役場 
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倫理学者で東洋大学学長を務めた碩学 

中島 徳蔵   元治元年（１８６４）～昭和１５年（１９４０） 

 

中島徳蔵（なかじま・とくぞう）は、教育者であり倫理学者

として知られる。佐位郡今井村（現赤堀今井町）の農業中島泰

三郎の次男として生まれた。農業の手伝いや子守りをしながら、

今井学校に入学して勉学に励んだ。 
徳蔵は幼少時、疱瘡にかかり顔にあばたができたという。昔か

ら「疱瘡は見目定め、はしかは命定め」と言われたように、疱

瘡にかかると顔に後遺症が残ることが少なくなかった。中島家

の家計は苦しかったが、徳蔵は学業成績が抜群だったので、今

井尋常高等小学校の吉田輪三郎校長は、明治十二年に同校の代

用教員として徳蔵を採用した。そして後に吉田校長の推挙によ 
 中島徳蔵 寿像（高さ３６ｃｍ）

って県立中学校（後の県立前橋高等学校）へ入学した。卒業と 
同時に今の東京大学に合格するが学資のめどが立たないため郷里の今井小学校長となり、し

ばらく子どもたちの教育に従事した。 
そして明治二十三年九月、東京帝国大学哲学科に入学して哲学と倫理を学ぶ。明治二十八

年には浄土宗高等学院教授（後の大正大学）となり、倫理学と教育学などを講じた。明治三

十年には哲学館（後の東洋大学）教授となり、後に学長にもなった。倫理学の世界で偉大な

功績を残し、昭和 15 年に亡くなる。戒名は「大智院捕風徳蔵居士」である。生前、昭和１２

年には寿像（存命中に造っておく人の像）が作られた。現在、赤堀歴史民俗資料館が保管す

る寿像には、徳蔵の自著による文字と送り主の「捕風会」の名のほか昭和１２年１１月３日

の日付が見える。興味深いのはこの胸像が立体写真像で、「発明者盛田勇夫作」と署名が見え

る。写真を基にして制作された精巧な銅像と言える。 
 
 

《参考文献》 

赤堀村誌編纂委員会 １９７８ 『赤堀村誌』上卷 赤堀村役場  
赤堀村史赤堀町役場編 ２００４ 『赤堀町誌』 赤堀町役場 
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魔法のような球体洗濯機の発明者 

高月 照雄  大正１５年（１９２６）～平成１４年（２００２） 

 
 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館では、「カモメホーム洗

濯機」と呼ばれる球体洗濯機を展示している。この球体

洗濯機は、県内の博物館や資料館では一つや二つは所蔵

している生活道具である。日本だけでなく海外にも売り

出された球体洗濯機を発明したのは、伊勢崎市西野町出

身の高月照雄である。もしも、この洗濯機が世界中で使

用されていれば、電話を発明したグラハム・ベルのよう

に、世界史に残る大発明家と呼ばれたかもしれない。 
 高月は若いときから発明に凝っており、戦中は横須賀

の海軍予科に入り、戦後は帰郷し 23 歳で結婚した。妻は 球体洗濯機 

生活のために大間々町の実家近くで食堂を始めた。高月は妻が始めた食堂の 2 階で発明に明

け暮れたという。妻が病気にもかかわらず食堂を切り盛りしていたとき、食堂にあった製麺

機を眺めながら「こんな風に洗濯ができれば幸せだよね」とつぶやいた。その言葉が新しい

洗濯機を発明するきっかけになったという。彼は、家庭生活に必要なモノを発明するのをモ

ットーとしていたのである。何か思い付いてはノートに書き付け、コタツに入ってもメモを

離さなかったという。発明に明け暮れた人生を送った高月であった。 
 昭和 30 年代は住宅にコンセントが少ない時代で、直径約 30 センチの球形の手回し洗濯機

は画期的な発明とされた。高月が発明した洗濯機は、高崎の林製作所が実用化して売り出し

た。しかし、わずかに先行していた攪拌式の電気洗濯機に押され、昭和 38 年（1963）には生

産を中止せざるをえなかった。洗濯機という生活道具は、昭和 20 年代に電気洗濯機が登場し、

昭和 32 年には普及率が 20% を超えた。庶民の欲しがる「三種の神器」は白黒テレビ、電気

洗濯機、電気冷蔵庫で、これがあれば中流生活とされた。 
 
《参考文献》 
「世界を席巻 謎の物体スプートニク」『上州風』10 号 上毛新聞社 2002 年 
 
【連載を終えるにあたって】 
 本シリーズは最終回で執筆者を明かすという約束で、無記名でスタートしました。平成 16
年の第 5 号から連載を開始しましたが、「景気動向調査」という専門誌に掲載されたこともあ

り、新鮮な印象を与えていたようで、執筆者冥利に尽きるものがあります。私の勤務してい

た資料館では、この連載をベースに企画展「いせさきフロンティア―ふるさとの歴史と文化

―」を開催させていただきました。長い間のご愛読に感謝申し上げます。 
 

（元伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館長 板橋春夫） 
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