盛岡ハリストス正教会ゆかりの先人たち
長司祭ダヴィド水口優明
1、ハリストス正教会とは
「ハリストス」＝「キリスト」のギリシャ語読み
「正教会」＝「The Orthodox Church」＝ギリシャ語で「正しい教え」「正しい讃美」
「オーソドックス」＝「伝統的」＝二千年間、連綿と受け継がれた歴史と伝統。
欧米で発展した「西方」のローマ・カトリックやプロテスタントとは異なり、
中近東、東ヨーロッパ（ビザンチン）、ロシアで発展した「東方」のキリスト教。
2、盛岡ハリストス正教会の始まり
1861〔文久元〕年に聖ニコライが伝道の志をもって函館のロシア領事館付の司祭として
日本に来た時から日本正教会の歴史が始まる。函館でニコライと出会った人々が次々と信仰
を持ち、洗礼を受けた。
その中の一人であるペトル大立目謙吾が、1873〔明治６〕年に盛岡を訪れたところから
盛岡正教会が始まる。これは、盛岡における最初のキリスト教伝道だったと言われている。
盛岡出身の人物で最初に洗礼を受けたのは、1874〔明治 7〕年で、4 月に 4 人、7 月に 17
人。1875〔明治 8〕年、パウェル澤辺琢磨神父巡回の折、盛岡において 73 人が受洗。
1876〔明治 9 年〕年に盛岡市内の加賀野新小路にあった旧武家屋敷が買い求められ、会
堂として使用された。戦後、初代会堂の老朽化を受け、1961 年（昭和 36 年）現在地に聖堂
が建立され成聖された。
3、盛岡ハリストス正教会と縁の深い先人たちの紹介
①ステファン楢山隆熹（1853〔嘉永 6〕年～1898〔明治 31〕年 7 月 16 日）
1875〔明治 8〕年 22 歳の時に受洗。妻と子供たちも受洗。後に「伝教者」
として活躍。聖壽寺にある自分の楢山家の墓地を盛岡ハリストス正教会に献
納した。
楢山佐渡（幕末の南部藩家老、戊辰戦争の責任をとらされ斬首）の一族。
政康─義実─直隆─宗隆─隆常─隆好─隆屋─隆尚─隆虎─隆郷─隆冀─隆至（佐渡）
└─五七郎隆秀─良衛門隆致…ステファン楢山隆熹
参考：『南部藩参考諸家系図』『楢山佐渡のすべて』
②横川省三（1865〔慶応元〕年～1904〔明治 37〕年 4 月 21 日）
幼名は三田村勇治（三田村勝衛の次男）。横川家の養子となり、省三と改名。
自由民権運動家。日露戦争時、軍事探偵となり、捕らえられ、ハルピン郊外
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で銃殺。
省三の家族（三田村家）はすべて正教会の信徒。彼のみが受洗せず。しかし、聖書を愛読
し、最期には自分はクリスチャンだと信仰告白した。
死を間際にして「余は基督教を信じる者である。余は幼年の頃キリストの愛の言葉に感じ、
之に帰依している」と言った。最期に牧師と面会を希望したが、その地に牧師はいなかった
ため、正教会の司祭が呼ばれた。葬儀はプロテスタント教会（霊南坂教会）で行われた。
パウェル三田村勝治（勝衛の長男）明治 10 年 6 月に 15 歳で受洗。
モイセイ三田村末蔵（三男）が明治 18 年 5 月に受洗。
ペトル弘司（四男）、イアコフ勝弥（五男）、イサアク富弥（六男）、ユリヤつる（長女）、
アンナ クニ（母）が明治 19 年 11 月に受洗。
シメオン勝衛（父）も明治 20 年 1 月に受洗。
※ カワトクデパートの名前の由来である川村徳助が正教会の信徒という情報は間違い。
確かにメトリカ（銘度利加）に、アナトリイ川村徳助の名はあるが、同名異人である。
③ペトル新渡戸仙岳（1858〔安政 5〕年～1949〔昭和 24〕年 9 月 26 日）
教育者、郷土史家、能書家。盛岡高等小学校校長、岩手毎日新聞社長
（岩手人名辞典）。
盛岡高等小学校時代の教え子に金田一京助や石川啄木などがいた（盛
岡市 HP）
明治 8 年 10 月 20 日、17 歳の時、ペトルの聖名でパウェル澤辺神父
より受洗（メトリカ）
しかし、仙岳の心に正教会の信仰は根付かなかった…
「私は加賀野の教会の信者になったことがあるのです。はやりみたいなもので、クリスチ
ャンになったところで、フランスの思想やロシアの思想というような深いものに影響された
わけではありません」
（『仙岳随談』～昭和 23 年頃の岩手日報記者の森荘已池氏による筆録）
④アレキサンドル見坊田靏雄（1883〔明治 16〕年～1955〔昭和 30〕年 1 月 20 日）
第 10 代（昭和 14 年 9 月～18 年 9 月）盛岡市長（56～60 歳ごろ）。
明治 34 年 6 月 9 日、19 歳の時、アレキサンドルの聖名で受洗（メトリカ）
「本年の降誕祭は…イオアン荒浜、アレキサンドル見坊、諸氏の祝辞演説あり、誰も拍手
喝采をもって迎えられ（た）」（明治 35 年 3 月 15 日発行『正教新報』盛岡教会通信）
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明治 10 年 10 月に田靏雄の従兄弟ペトル見坊兼綿が受洗したのに始まる。
兼綿の妻アンナ見坊トミ、後妻のフェオドラ見坊ナカ、兼綿の母オリガ
見坊コノ、兼綿の子供たちイオアン兼光、イアコフ秀雄、マルク智が受洗
している。
オリガ見坊コノ（田靏雄の叔母）の旧姓は「原」で、原敬の従姉弟にあたる。日記による
と原敬は「見坊姉上」と慕っており、葬儀にも出席した。
アレキサンドル見坊田靏雄の息子が見坊豪紀（金田一京助編の三省堂「明解国語辞典」を
実際に編集した人物）で、父である田靏雄が金田一京助の後輩（盛岡中学校時代）である繋
がりから、この辞典編集を任された経緯がある（『辞書を作る

現代の日本語』～京助先生

と私と父と～1976 年 11 月 20 日発行）。
⑤宮沢賢治（1896〔明治 29〕年～1933〔昭和 8〕年 9 月 21 日）
正教会とは直接関係はないが、上京した時に、ニコライ堂を短歌に詠んでいる。
「するが台 雨に銹びたるブロンズの円屋根に立つ朝のよろこび。」
「霧雨のニコライ堂の屋根ばかり なつかしきものは またとあらざり。」
「青銅の穹屋根は今日いと低き雲をうれひてうちもだすかな。」
（大正 5 年 8 月 17 日に保坂嘉内宛てに送られた二十首より）
『春と修羅』の中にある詩「（ふたりおんなじさういふ奇体な扮装で）」の
中にある次の言葉は、盛岡正教会にある山下りんのイコンを賢治が見ていた
という背景があると推測される。
「めいめい鍬を二挺づつ／その刃を平らにせなかにあて／荷縄を胸に結
ひますと／その柄は二枚の巨きな羽／…天使のやうに向きあって／胸に手
あてて立つといふ／ビザンチンから近世まで／大へん古いポーズです／…」
（作品番号 93

1924〔大正 13〕年 10 月 26 日）

⑥ダニイル須川長之助（1842〔天保 12〕年～1925〔大正 14〕年 2 月 24 日）
植物採集者。植物分類学の父・マキシモヴィッチに絶大なる信頼を得、彼の手となり足と
なって植物採取に情熱を燃やした。「チョウノスケソウ」で知られる。紫波町名誉町民。
生い立ち
1842（天保 13）年 2 月 6 日

陸中国紫波郡下松本二十一番屋敷において、農家の須川与
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四郎の長男として生まれる。祖父から、もしくは父から、植物に関する知識を教わっていた
と言われている。
マキシモヴッチとの出会い
1860（万延元年）

19 歳

函館へ出稼ぎに行く。大工見習いやアメリカ商人ホーターの

馬丁として働く。同じ仲間の一人が主人の金を盗んだ罪で解雇され、無実の長之助も辞めさ
せられた。意気消沈した長之助は、知らず知らずのうちに函館のロシア領事館付属の正教会
の中に入り、ワシリイ・マホフ神父と出会う。マホフ神父の紹介で、来日したばかりの植物
学者マキシモヴィッチ（日本の近代植物分類学に大きく貢献し「東亜の植物学の父」と呼ば
れる）の召使として雇われる。
植物採集家として日本全国行脚
植物の知識が豊かだった長之助は、すぐにマキシモヴィッチの植物
採集の良き助手となり、函館の山で研鑽を積み、共に日本各地を旅し
て植物採集を行った。マキシモヴィッチが横浜から帰国した後も、植
物採取に日本各地を行脚した。1865（慶応 1）年から 1891（明治 24）
年の約 26 年間。長之助、23 才から 49 才。特に６年間連続で植物採取
の長旅に出ている。旅費、日給などは、ニコライ堂をとおして支給さ
れた。
信仰
長之助が洗礼を受けたのは、1877（明治 10）年、35 才の時、
（メトリカには 39 才？）盛
岡管轄の郡山正教会において。マキシモヴィッチの影響で、正教会の信仰を持つ。採集旅行
の拠点となったニコライ堂にたびたび参祷し、熱心に祈った。全国行脚した途中で各地の正
教会を訪ねた。信徒仲間から「ダニイル兄さん」と呼ばれて親しまれていたという。
晩年と永眠
マキシモヴィッチの永眠（1891〔明治 24〕年）の後は、植物採集には出かけることはな
かった。最初は長之助を露探だ、ヤソだと毛嫌いした村人たちも、晩年には一目おくように
なり、村の長老として尊敬されるようになった。1925〔大正 14〕年、自宅において肺炎の
ため永眠。享年 84 才。自宅で正教会の埋葬式が行われる。今も岩手県紫波郡紫波町下松本
新田にダニイル須川長之助と妻マリヤ須川佐武子の墓がある。
チョウスケソウ
1889（明治 22）年、甲州地方の立山において、ダニイル須川長之
助が新種の植物を発見、採集。植物学者である牧野富太郎によって、
その植物が「チョウノスケソウ」と紹介され、学会で発表。「チョ
ウノスケソウ」は「バラ科」で、高山の岩場に群生している。他に
も学名にチョウノスキーが付けられた植物が 10 種ほどある。
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顕彰
・岩手大学ミュージアムに須川長之助の植物標本コーナーがある。
・志和稲荷神社に記念碑がある。→1924〔大正 13〕年、ダニイル須川長之助 83 才の時、
岩泉という医師が発起人となり、長之助を顕彰して記念碑を建立する計画となった。記念碑
は、志和稲荷神社境内と内定していたものの、ダニイル須川長之助は「自分は正教徒である
から、境内の外にしてほしい」と要望。長之助の永眠の二か月後に「須川長之助翁寿碑」除
幕式。
・須川長之助顕彰会による顕彰碑が紫波町城山公園にある。
・1978〔昭和 53〕年に、紫波町名誉町民にとなる。
⑦モイセイ浜野茂（1852〔嘉永 5〕年～1914〔大正 3〕年 9 月 28 日）
投機家（相場師）。兵庫県西宮出身。職を転々とするも、米相場で巨万の富を得る。衆議
院議員にも。東京新宿に広大な土地をもち、新宿将軍とよばれた。盛岡在住時代には、煉瓦
工場を経営。大津事件の時、信徒代表として山下りんのイコンをロシ
ア皇太子に運んだ。
生い立ち
1852〔嘉永 5〕年 3 月

兵庫県西宮濱ノ町で、七次郎の三男として

誕生。西宮屈指の旧家。父は綿問屋。豪放粗暴で読み書きを嫌う。寺
で修行を試みるもすぐに家に帰る。11 歳の時、隣家の酒屋で手伝うこ
とから始まり、さまざまな所で奉公。いずれも長続きせず 16 歳まで
約 80 カ所を転々。
13 歳で大阪へ。材木屋、米屋、薬屋、砂糖屋、呉服店、酒造屋などを転々。16 歳で博徒
（やくざ）まがいのことをする。1868（明治元年〕年、17 歳の頃、政治家の岩下佐治右衛
門の目にとまり、太政官に奉職。兵庫県高砂における一揆を鎮めたことで、その頃、兵庫県
知事だった伊藤博文に称賛される。
20 歳の時、官吏生活に飽きて、代言人（今でいう弁護士）となる。23 歳の頃、大衆演劇
の座元となり各地を共興。1877〔明治 10 年〕年、西南戦争の時、西郷隆盛に付き、酒を売
って一儲けする。1878〔明治 11 年〕年、26 才の頃、大阪の堂島で米相場に手を出すも、
失敗して、２万８千円の負債を抱える。
東京時代

その１

1877〔明治 12 年〕年、27～8 才の頃、ほとんど無一文（わずか五十銭）で東京に出る。
たまたま行き当った旅館に事情を説明して助けてもらう。魚屋、酒屋、菓子屋、時計店、料
理店など職を転々とするも、最終的には米相場で一儲けした。1882〔明治 15〕年、借金を
返済する。新宿に広大な土地を購入。
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この頃、すなわち 1877〔明治 12〕年～1881〔明治 14〕年の頃、聖ニコライと出会って、
正教会の洗礼を受ける。聖名はモイセイ。（受洗年月日などは不明）
盛岡時代
「…（盛岡）教会の外回りと周辺のことを視察した。万事かなり綺麗で清潔であるように
見えた。…当地の鉄道建設のためのレンガを作っている製造会社の社長で当地に住むモイセ
イ浜野が、教会と家屋の修理用にと寄進した五〇円を、このことのために全額使った…。つ
まりモイセイ浜野は信徒としての心を失ってなかったということだ。」
（ニコライの日記 1889〔明治 22〕年 10 月 14 日 盛岡）
1888〔明治 21〕年、モイセイ浜野茂（36 歳）は、共
同煉化会社を組織し、社長に就任。盛岡で煉瓦工場を設
置。粘土の質が悪くて最初はあまりいい煉瓦ができず、
冬の気候も厳しく苦労するも、不屈の精神でなんとかよ
い煉瓦を製造できるようになる。厨川付近の煉瓦窯で日
本鉄道の盛岡工場の煉瓦を何万個も納入。
盛岡駅西口のマリオスにある旧国鉄盛岡工場の遺構 →
このレンガを作ったのがモイセイ浜野茂

「日本鉄道会社線第４区線ならびに第５区線の建設工事では浜野茂が厨川附近で煉瓦を製
造して納入したという。」～『日本煉瓦の研究』p157
盛岡工場は解体されるもレンガのモニュメントは盛岡駅西口のマリオスに遺されている。
モイセイ浜野茂の煉瓦工場跡は、現在、盛岡市保護庭園一ノ倉邸（元は盛岡工場に一役買
った政治家の阿部浩の家屋）となっている可能性が高い。
東京時代

その２

1891〔明治 24〕年

モイセイ浜野茂（当時 39 歳）は、体調を崩したため東京へ。煉瓦

工場は日本鉄道会社が買い上げる。東京で再び米相場で成功し、巨万の富を得る。新宿の３
万６千坪の土地に大邸宅を立てて、「新宿将軍」と呼ばれるようになる。常に黒羽二重五ツ
紋付を身にまとって二頭曳きの馬車で仕事場へ通っていた。
1894〔明治 27〕年

衆議院議員になる。第 4 回衆議院議員総選挙において東京 10 区無

所属で当選。同じ年、雨宮敬次郎の後をうけて鋳鉄会社の社長となる。
「モイセイ浜野はきわめて活発な事務家の人だ。貧困のどん底から東京で指折りの大金持ち
にのしあがった男だ。」（ニコライの日記

1895 年 11 月 2 日
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土曜日）

ニコライ堂建立の際、多大な献金をした「或る商人」が、モイセイ浜野茂だったかもし
れない。
「それから或る商人は無名で一万円を献じ、只、神は之を知ると言ふのみ。」
（『東京
ハリストス復活本聖堂小誌』明治 41 年）
ニコライの永眠とモイセイ浜野茂の永眠
聖ニコライは 1912〔明治 45〕年 2 月 16 日に永眠。盛大な葬儀が行われる。モイセイ浜
野茂はいち早く花環二圏を贈った。
モイセイ浜野茂は 1914〔大正 3〕年 9 月 28 日に動脈瘤（肺臓癌とも）で永眠。享年 63
歳。親交のあった僧侶によって仏式で葬儀。戒名「日新院徳翁茂林居子」。墓地は青山。
「会
葬する者、松方公、大隈伯、伊東子、後藤男、尾崎法相を初め三千余名に及べり」（～「西
宮町誌」）
ニコライ皇太子献上イコンとモイセイ浜野茂
1891〔明治 24〕年 5 月 11 日、来日したロシア皇太子ニコライが，大津において警備の
巡査津田三蔵に斬られ負傷した「大津事件」がおこる。本来は、皇太子ニコライは建設され
たばかりのニコライ堂を訪問する予定で、その時に山下りんの書いたイコンを献上する予定
だった。大津事件のため上京が断念されたものの、山下りんのイコンは、神戸港に着岸して
いた船上でロシア皇太子に届けられた。その時、佐藤神父、新妻神父、三井道郎神学士と共
に、信徒代表として赴いたのが、モイセイ浜野茂だった（当時 39 歳

盛岡から東京に帰っ

たばかりの頃）。
正教時報二百五十二号に、
「聖像献呈の顛末」として詳細な報告がなされている。
「吾等日
本国正教会の信徒は…」で始まり、「…この聖像が我が殿下に於ける深愛重敬の徴儀として
納るるの栄と喜びとを吾等に賜わんこと」で終わる挨拶状を皇太子の前で朗読したのは、モ
イセイ浜野茂だった。その後、艦内で午餐を共にしている。

ロシア皇太子に献上された山下りんのイコン このイコンを皇太子の元に運んだのがモイセイ浜野茂
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⑧フェオドル原

祐知（はら

すけとも）

（1828〔文政 11〕年 8 月 13 日～1889〔明治 22〕年 6 月 30 日）
1874〔明治 7〕年 7 月に函館で受洗

45 歳 7 か月。その後、妻と子供たちも受洗。

名前

工藤数馬（元の名前。明治 3 年 7 月に「原祐知」に改名）、 原数馬とも。

家系

祖先：三戸の原村の原半三郎

1661〔寛文元〕年 10 月に猪狩の時にささいなこと

で家を断絶も、後に再興。（「田子町史」）
祖父：工藤善助

三戸御給人

「給人」＝「江戸時代、藩主から知行地（給地）を与えられた家臣」
（『広辞苑』）
実父：武平治（盛岡市史）または祐寿（キリスト教人名大辞典）
父は、はやく没し、祐知は、13 歳で家を継いだ（1840〔天保 11〕年）。
※「原
生業

ひがしなかつかさ

敬」の親戚と言われているが、恐らく間違い。

まさみち

盛岡藩家老の 東 中 務 （政図）(後に南部次郎)に仕える。
祐知は、文武の達人で、槍術、馬術に練達、水墨画や絵画、漢詩なども長けており、
三戸や盛岡で塾を開いた。
「橘正三は、当時盛岡の大工町に住む旧教信者原祐知氏から漢学を教わった。」（『岩
手県政物語』）

遺産

一、原小学校
1886〔明治 9〕年 9 月 10 日

工藤数馬宅に開校。原小学校として発足。以降、

「原尋常小学校」や「原国民学校」など改称や移転を繰り返し、昭和 55 年に田
子小学校に統合。
はらたて

二、原館

【田子町文化財】

「熊原川左岸の河岸段丘を利用、鹿角街道（国道 104
号線）沿いの原部落から 200 メートル北へ入り込ん
だ高台にある。規模は東西 120 メートル、南北 35
メートルで、栗畑、杉林となっており、…四方を崖
に囲まれ、深い谷は山林におおわれ、小さいながら
も堅固な館である。」（『田子町誌』～昭和 56 年調査報告）
さんじゅう ろ っ か せ ん さいしょく が ぞ う

三、 三 十 六歌仙 彩 色 画像
きた ち ぎん が じゅっしゅけんがく

四、北地吟哦 十 首 献額
五、 水墨画

【田子町文化財】

【田子町文化財】

号は「翠葉亭竹山」で、多くの水墨画をのこしたと言われる。（『青森

県南部書画人名典』）
遺業

開墾工事

「上北郡藤島村疏水」

奥入瀬川、切田川を分流、相坂、折茂を経て下田に達する上水工事を計画。
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開墾用水路の開削を行った。
「明治 14 年 8 月に天皇が青森を通過。この時原祐知・大光寺悦翁らに、藤島ほか六ヶ所に
わたる開墾用水路九千九百余間の開削を嘉し金一封〈十五円〉を下賜」（『十和田市史』
）
正教徒
原祐知は、1874〔明治 7〕年 7 月に函館で「フェオドル」の聖名で受洗

45 歳 7 か月

盛岡所蔵のメトリカ（日本正教会における洗礼などの記録簿）の冒頭に記載。盛岡正教会
発祥時の中心的人物であった。
「原数馬もその一派の信者でありました」（『仙岳随談』新渡戸仙岳）
「（明治 7 年 11 月）書をもって原数馬に来着を報知し同氏直ちに来たりて談話す。当日晩
マトフェイ

暮原氏の宅に移る。同氏さきに影田馬樋渡等の布教に依りて教理を信認し、三井道郎、笠間
某並びに女子四戸某を同行して函館に航して領洗す。」（高屋神父の日誌）
高屋神父の日誌によれば、盛岡正教会発足に関して原数馬が積極的に意見を言っている。
家族も盛岡で正教会の洗礼を受けた（明治 8 年 10 月）。
マルファ

原ミワ（妻）、フェオドラ

マリヤ

原タツ（次女）、フェオドラ

原イワ（長女）、ユリヤ

原クニ（三女）

原ミサ（四女）

※『明治 3 年戸籍』には、原祐知の横に「嫡子

久藏」とあるも、詳細は不明。

新教へ転会
妻を始め、娘たちも全員、新教（プロテスタント）の「内丸教会」に移った。
「内丸教会」：正教会の信徒であった工藤徳太郎（順造）が横浜で新教の集会に出席して
感銘を受け、盛岡に戻って、新教の宣教師ポートを召喚したのが始まり。
「吾ガ教會ヨリ放逐セラレシ原、工藤、森、等、プロテスタント教師ヲ招ク」（明治 13 年
『全国公会議事録 正教會景況表』）
原祐知の次女（祐知の妹の子を養女にしたとも）マリヤ原タツは、佐藤に嫁ぎ、佐藤タツ
として新教の伝道師となった。1890〔明治 23〕年頃ミス・ミードと共に仙台尚絅学院の前
身となる女性塾を起こす。明治 42 年頃ミス・タッピングと共に盛岡初の幼稚園を設立。
しかし、フェオドル原祐知本人は、どうしたかというと…
（Ａ）祐知も家族とともに新教に転会した。
「（原祐知）氏は…明治 11 年、ギリシャ教伝道者と意見を異にして同教を去りぬ。翌
年の秋、浸礼教会…に転じたり」（『信仰三十年基督者列伝』）
「原祐知は、ギリシャ正教会員であったので諮問のみで入会させた」
（『日本につくし
た宣教師たち』）
（Ｂ）祐知だけは正教徒してとどまった（もしくは正教会に戻った）。
メトリカにある原祐知の欄のメモ
「青森縣三戸江轉籍 明治廿二年ノ春 山村神父巡回ノ際 危篤ニ病デ痛悔聖體ヲ領シテ後 永寝ス」
-9-

ただし、祐知は、仏式で葬られたらしい。
「上水工事を起こし…刻苦艱難数年に渉り…事半にして病に罹り…明治廿二年六月三十
日 六日町の弊居に永眠せり

享年六十五

月渓山龍川寺に葬る

碑名

源光院天眞祐

知居士」（『三戸名士列傳』）
⑨イサイヤ阿部和作（あべ

わさく）

（1834〔天保 5〕年～1883〔明治 16〕年 6 月 7 日）
本名：阿部政樹

山田ハリストス正教会の最初の正教徒。

和算家。思想家。家業は酒造業。
明治６年開校の盛岡第二番小学校（字上衆小路）の算術教師として「阿部政樹」（当時３９
歳６ヶ月）の名前がある。（『岩手近代教育史
あ

べ ちんどう

ち

ば たねひで

明治編』）

阿部椿堂に漢学・書道を学ぶ。
千葉胤秀の門人たち（伊藤健六や大阪富之助）に和算を学ぶ。（『岩手県の和算と算額』）
おにやなぎすえ じ

15 歳の頃、盛岡に出て、和算家の鬼 柳 末司に師事し、鬼柳門下の秀才と言われた。
かわきたともちか

その後、江戸に出て関流七伝の川北朝鄰に師事し、高弟と呼ばれる。江戸で数学塾を開く。
帰郷後、山田に「一進社」を創立。新思想研究などに尽力し、多くの人材を輩出した。
（『岩手県姓氏歴史人物大辞典』）
「常に曰く、彼も人なり、我も人なり、彼能くする所、我、何ぞ能せざるの理あらんや」
（『岩手県町村誌』）
「剣術、柔術はもとより囲碁、将棋の末に至るまで皆一流に達した。」（『南部の算額』）
「その最も得意なるは数学にして乗数表・除数表を発明し、開方新式を創見せし」。
（『下閉伊郡誌』）
『捷算開方新式』を執筆、出版。（1882〔明治 15〕年 9 月）
捷算開方新式

阿部政樹著

本年六月出板

右ハ本社第一出版ノ書ニシテ其書タルヤ開平開立ノ早算ニシテ無算ノ童
蒙ト雖トモ此書ヲ机上ニスルトキハ根数多位ナルモ容易ニ推算シ得ルモ
ノニテ其算術ヲ得ルノ速ナルコト老練達算ノ士モ三舎ヲ避ケザルヲ得ズ
請フ有志ノ諸君陸続御購求アランコトヲ
社則御望ノ方ハ郵便切符二銭相添御申入有之度候
岩手県東閉伊郡山田港

一進社

（『東京日々新聞』明治 15.4.24 の広告、他にも 5 月、9 月、10 月、11 月にも公告）

一進社
山田において明治１５年頃、和作は『一進社』を創立、多くの若者を指導していた。
社には和作から新思想を吸収しようと多くの人々が集まった。盛岡からは、新渡戸仙岳、
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（『やまだの歴史人物誌 33』Web サイト）

山口剛介、橘正三。

「阿部和作という人、下閉伊郡山田の人なりしが、漢学に長じ、また関流の和算をよくす。
…明治４、５年ころ、盛岡紙丁山田屋（紺屋職猪狩庄右ェ門）方に寓して算術を教ゆ。この
先生の子息に照二という人あり。予が竹馬の友なり。」
（橘正三『もりおか明治舶来づくし』）
ロシア軍艦来航
山田港には時々外国の船が来航していた。ロシア船も明治２年、１０年、３６年に碇泊した。
「明治２年…軍艦山田湾に入る。…阿部政樹先生父子

医師関玄達…露艦に遊ぶ。艦士、先

生の長子照二（当時６歳）を視て笑って之を抱擁接頬し…菓子を与えて愛撫せり…」。
（『山田町郷土資料集』）
※ この明治 2 年の来航の時、ロシア人水平が死亡したため、大島に葬った。
「明治 10 年の入港のときは、…阿部和作の次男照二（１６歳）は通訳を勤め、艦長からご
ほうびに望遠鏡（昭和 22 年 12 月焼失）をプレゼントされた。」（『宮古・閉伊秋話』）
パウェル阿部照二：阿部政樹の次男（長男の星之助は夭折）。山田町会議員。明治 29 年の
大津波の時に家族と共に永眠。
山田ハリストス正教会
「山田に正教の教理が入ってきたのは、東京で教理を聞いたイサイヤ阿部を通じてであっ
た。」（『宣教師ニコライの日記』1881〔明治 14〕年）
1868〔明治元〕年

山田町で最初の正教伝道：函館で受洗したイオアン片倉（後に神父）

が帰仙の途中，時化で山田に寄港した。恐らくその時が初伝道。
1879〔明治 12〕年

最初の会堂が「飯岡第 13 地割」に完成。

1896〔明治 29〕年

1 月「山田町字鏡田」に二階建ての会堂を新築するも、

同年 6 月に大津波が起きて流失する。
1972〔昭和 47〕年

1 月「八幡町 2-5」に『生神女福音会堂』建立。

2011〔平成 23〕年

3 月、東日本大震災で会堂焼失。

2018〔平成 30〕年 12 月 2 日、「八幡町 4-28」に『主の復活会堂』建立。
「和作はほとんど家業を省みることなくキリスト教の教えと学問のため、一条に身を削った。
過度の学問と運動のため、明治１６年５０歳で不帰の人となった。」（『山田町史』）
ただし、阿部政樹は仏式で葬られたらしい。→「観樹軒奏慤道悟居士」
⑩モイセイ浅井小魚（あさい

しょうぎょ）

（1875〔明治 8〕年～1947〔昭和 22〕年 9 月 9 日）
本名：浅井末吉
明治 8 年、秋田県鹿角郡大湯において、瀬川家の末子として生まれる。
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明治 29 年、21 歳の時、浅井家の養子となる。
家業は鍛冶屋。俳人。号は「小魚」。郷土史家。
明治 26 年 6 月 19 日、正教会の洗礼を受ける。
明治 36 年、東京の伝教学校で学ぶ。後、大湯ハリストス正教会の管理者となる。
家族も全員受洗
エレナ

浅井たみ（妻）

アレキセイ

浅井宙一（長男）

ロマン

浅井倫二（次男）

ダリヤ

浅井トミ（長女）

メラニヤ

浅井ユキ（次女）

マリナ

浅井シホ（三女）

ワッサ

浅井フキ（四女）

エウフミイ

浅井蕉吉（三男）

イオアン

浅井廣右（四男）

ニーナ

浅井カツ（五女）

ペトル

浅井夢五（五男?）

マルファ

浅井トク（末吉の養祖母）

「鹿角に最初の福音をもたらしたのは、（明治）１０年１月出張の三戸郡相内村

副伝教者

え さ し か その た

ステファン江刺家其太であった。…江刺家らの…組織的伝道は本県における嚆矢であ…っ
た。」（『鹿角市史』）
ち

ば

さ そう じ

浅井末吉は、大湯小学校の教諭であったティモフェイ千葉佐惚治より正教会の教えを受けた。
俳人：
「その本格的な作句活動は、…（明治）３８年からとみられる。初め句誌『俳星』に投句し
かわひがしへき ご どう

たが、同年１２月 河 東 碧梧洞の作風を慕い、長文の入門願いを送った。」（『鹿角市史』）
おぎわらせいせんすい

荻原井泉水は、小魚との会話をきっかけに「無季」の俳句運動を行なった。
小魚も新傾向の俳句を作る。「生涯５万余の俳句を残した。」（『鹿角市先人顕彰集成』）
追ひかけて妻のくれたる柚餅子かな
火を消して暮秋の小屋や閉ざし去る
木々の霜

残月

鐵碪の汗

梅雨寒を侘びにけり

預け置きし牛

天にかかりあり
見廻りぬ蕨折

（ホトトギス第１１巻四号）
（日本俳句鈔）

芥子種の教話ありけりクリスマス
牧人に神の声降る霞かな
クリスマスのうからやから筧汲むべし
師走の小銭を溜めて握って居た
秋立つや

大樹の梢

おのずから＜大円寺にある句碑＞

大湯風俗木彫人形（大湯郷土人形）
昭和３年より１３年頃まで、十和田観光の土産品として制作された人形。
大湯農民美術組合により、小魚を講師として制作講習会が開かれた。
昭和３~４年だけで二千個以上制作され、展覧会や物産館で販売された。
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大湯環状列石の発見
小魚は、郷土史研究家としても資料の蒐集や、遺跡発掘に尽力した。
昭和６年、大湯環状列石を発見した。
「本年四月中、…右場所よりやや西方畑中にストンサークルと覚しきもの

暴堀に遭い、石

柱散乱地底掘り下げられしを見て、呆然なるものあり。」
（浅井小魚『遺蹟巡礼日誌』先住民
遺蹟調査申請書）
昭和８年、大湯郷土研究会が発足、小魚はその主査とな
り、精力的に働いた。
「特別史跡

大湯環状列石は、野中堂、万座に所在する

２つの環状列石を主体とする大規模な縄文時代後期（約
4000 年前）の遺蹟です。…環状列石の最大径は、野中
堂環状列石が 44m、万座環状列石が 52m」
（大湯ストー
ンサークル館パンフレット）
「この日（昭和７年１２月１２日）、…小魚が持参した土器は…鹿角市の文化財に指定され
ており、大湯ストーンサークル館に展示されている。」
（大湯郷土研究シリーズ 2 『ふるさ
との先人たち』）
※ 現在、「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界遺産登録を目指している。
モイセイ浅井小魚（末吉）は 1947〔昭和 22〕年 9 月 9 日に永眠。72 歳
⑪佐々木喜善（ささき

きぜん）

（1886〔明治 19〕年～1933〔昭和 8〕年 9 月 29 日）
「遠野物語」の話者。民間伝承の採集につとめた。筆名は繁。号は鏡石。
1886〔明治 19〕年

遠野

1902〔明治 35〕年

盛岡の私立岩手医学校入学（17 歳）

1903〔明治 36〕年

上京

1904〔明治 37〕年

東京の哲学館入学（19 歳）。

土淵村に生まれる
駒込教会（新教）で洗礼を受ける（18 歳）

早稲田大学文学部に転学。この頃から小説などを執筆
1908〔明治 41〕年

11 月 1 日ニコライ堂でロシア語を学び始める（23 歳）

1908〔明治 41〕年

11 月 4 日柳田国男と出会う（23 歳）

1910〔明治 43〕年

病気療養のため岩手へ帰る（25 歳）

1917〔大正６〕年

土淵村村会議員となる（32 歳）

昔話採集に意をそそぐ。研究した資料などを次々と発表。
1929〔昭和４〕年

仙台に転居。昔話集成『江刺郡昔話』『聴耳草紙』などを刊行

1933〔昭和８〕年

9 月 29 日

腎臓病で永眠（48 歳）
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ロシア語を学ぶ
佐々木喜善の日記より
「午後、駿河台の神学校に行って露語のけいこをすることにしてきた」1908〔明治41〕年11月1日（日）
「今日の露西亜語は六ヶしかった。」1908〔明治 41〕年 11 月 5 日（木）
「駿河台へ行って帰って来た。余程おもしろくなった。」1908〔明治 41〕年 11 月 11 日（水）
「露語はおもしろくなった。」1908〔明治 41〕年 11 月 12 日（木）
「午後は神学校へ行った。」1908〔明治 41〕年 11 月 13 日（金）
「露語の活字がある製本屋を聞く為に水道橋の古本屋まで言った。聞くと、本所の追分町に
あるというのでそこに行って三冊頼んだ。Достоевский の Преступление и наказание も
ある。」1909〔明治 42〕年 8 月 17 日（日）
み ず の ようしゅう

佐々木喜善がロシア語を学んだ理由→友人の水野葉 舟 に勧められたため（「喜善は葉舟にこ
れから文学修行するには語学の修得が第一といわれた」（『遠野物語の人』山田野理夫）。
またロシア文学に惹かれたため。明治後期には、トルストイをはじめとするロシア文学の翻
訳・紹介が大量に行われていた。
佐々木喜善がニコライ堂でロシア語を学んだ理由→明治時代、東京におけるロシア語を学ぶ
場所として、明治 6 年創立、明治 32 年に設立の東京外国語学校（一ツ橋）があった筈であ
るが、おそらく本格的に入学をするつもりはなかったのかもしれない。
一方、ハリストス正教会（ニコライ堂）の「神学校」とは、明治 6 年、ニコライが東京で
ロシア語学校（神学校）を設立したことから始まり、多くの者が正教と共にロシア語を学ん
だが、明治後期には、
「専ら正教会に勤労する決心ある者」が入学する正式な「正教神学校」
となっていたので、佐々木喜善が「正教神学校」に入ったのではない。ロシア語の「けいこ」
と日記に書き、始めた日も 11 月という半端な日であり、ほとんど毎日のように通っていた
形跡があることを見ると、おそらく神学校のロシア語の教授に個人レッスンを受けたと考え
られる。ただし、正教会側としての資料は無いので、その詳しい経緯はわからない、
佐々木喜善の文学作品の中の聖書・キリスト教
喜善の文学作品や日記などから、文語訳聖書（新教訳）、ロシア語聖書、正教会訳聖書を
読んでいたことがわかる。キリスト教への関心も深かった。
「夜会」

大正 2 年

≪詩歌≫に掲載された短編小説

主人公「私」が、妹たちとノエルの夜に教会に行って子供たちの歌を聞き、喜びに満たされ
る…という短編小説の中の一節。
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私の心には喜びがあふれてゐた。私は顫ふ指をもつてしづかに書物を繰り開いて見た。
K’Nasleedstwu Netleennomu,
Neporotnomu, neuwiadaemomu,…
新約聖書

1章4節

ペテロの第一の手紙

「（神は）、イイスス・ハリストスの死よりの復活を以て、我等に生くる望み、朽ちず玷(け
が)れず衰えざる嗣業の為に復生せしめりたり。」（日本正教会訳）
なぜ、この聖句をロシア語で引用したのか？

→この頃、ロシア語聖書を読んでいた。

「夕方、和田さんが来て露語の聖書をもって来てくれた。」1913〔大正 2〕年 1 月 6 日
「十一時頃教会に露語から訳した聖書を借りに行った。」1913〔大正 2〕年 1 月 7 日
「（病いに苦しんでいた自分が身心共に復活できたのは、）一つは、和田さんに頼んでいた露
語訳のバイブルが来たと云う動機から聖書を読み出したことである。これによって今日全く
新しき意味と力とが彼の書から感得することが出来た…。」1913〔大正 2〕年 1 月 31 日
和田正彦＝遠野パブテスト教会の牧師。明治 26 年に遠野で新教の布教が始まる。明治 45
年には教会堂建設。喜善も頻繁にこの教会に通った。
佐々木喜善は、1903〔明治 36〕年

東京の駒込教会（新教）で洗礼を受け（18 歳の頃）、

熱心にあちらこちらのプロテスタントの教会に通っていた。帰郷してからもキリスト教の信
仰を追い求めていた。1914〔大正 3〕年 4 月 18 の日記では「実はあることから自分は此の
頃宗教界に身を埋めようと思っていた」といい、牧師になるために神学校に入る手続きを模
索していた。
ロシア語聖書
佐々木喜善が読んだロシア語聖書は、ロシア正教会によって翻訳された聖書。ただしロシア
正教会では現在でも礼拝においては「スラヴ語」聖書を使用。
1821 年にロシア聖書協会（ロシア正教会公認）による新約聖書発刊。
1862 年に宗務院訳ロシア語聖書が発刊（1821 年版の改訂）
1918 年にモスクワ総主教庁によるロシア語聖書発刊（宗務院訳の若干の修正）
1926 年にバプテスト教会（プロテスタント）が、宗務院訳を利用して発刊。
正教会訳聖書
佐々木喜善が和田牧師から借りて読んだ「露語から訳した聖書」は、日本正教会訳の聖書。
現在でも日本ハリストス正教会で使用されている聖書。
ただし正確には、
「ロシア語から」ではなくギリシャ語原典から訳された「新約」。亜使徒
なか い

つ

ぐ まろ

聖ニコライと漢学者パウェル中井木菟麿によって翻訳。1901〔明治 34〕年に発刊。
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遠野物語と聖書
『遠野物語』および『遠野物語拾遺』には聖書とよく似た話がいくつも見いだされる。
『遠野物語』43「熊を退治する男」⇔『サムエル記上』7 章「熊を倒すダビデ」
『遠野物語』54「斧を水中に落とす話」⇔『列王紀下』6 章「斧を水中に落とす話」
『遠野物語』63「尽きないケセネ」⇔『列王上』17 章／『同下』4 章「尽きない粉と油」
『遠野物語』69「馬と共に天に昇る娘」⇔『列王紀下』2 章「火の馬と共に昇天するエリヤ」
『遠野物語』95「空に昇る心地をした男」⇔『第二コリント』12 章「第三の天に昇った人」
『遠野物語拾遺』44「清水のハヤリ神」⇔『ヨハネ伝』5 章「ベテスダの池」
『遠野物語拾遺』98「縫目の無い織物」⇔『ヨハネ』19 章「縫目の無い下着」
『遠野物語拾遺』144「酒で眠る男」⇔『創世記』9 章「ぶどう酒で泥酔したノア」
『遠野物語拾遺』144「刀に変わる蛇」⇔『出エジプト記』4 章、7 章「杖に変わる蛇」
『遠野物語拾遺』189「にわかに暗くなる話」⇔『出エジプト記』10 章「暗闇の災い」
『遠野物語拾遺』192「石が降って来る話」⇔『ヨシュア記』10 章「天から降る大石」
『遠野物語拾遺』284「果樹責の行事」⇔『ルカ伝』3 章「ヨハネの説教」／『ルカ伝』13
章「実のならない無花果の譬」
例１：
『遠野物語』54「斧を水中に落とす話」
「…川井と云ふ村…の長者の奉公人、ある淵の上なる山にて樹を伐るとて、斧を水中に取り落とした
り。主人の物なれば淵に入りて之を探りしに、水の底に入るまゝに物音聞ゆ。 之を求めて行くに岩の
陰に家あり。奥の方に美しき娘機を織りて居たり。…之を返したまはらんと言ふ時、振り返りたる女の
顔を見れば、二三年前に身まかりたる我が主人の娘なり。…」
↕
『列王紀下』6 章「斧を水中に落とす話」
「…彼らはヨルダンへ行って木を切り倒したが、ひとりが材木を切り倒しているとき、おのの頭が水の中
に落ちたので、彼は叫んで言った。「ああ、わが主よ。これは借りたものです」。神の人は言った、「それ
はどこに落ちたのか」。彼がその場所を知らせると、エリシャは一本の枝を切り落し、そこに投げ入れて、
そのおのの頭を浮ばせ、「それを取りあげよ」と言ったので、その人は手を伸べてそれを取った。」
例２：
『遠野物語拾遺』284「果樹責の行事」
「…一人が屋敷の中の樹の幹を斧でとんとん叩いて、よい実がならなからば伐るぞ。というと、他に一
人が、よい実をならせるから許してたもれ。と唱える。」
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↕
『ルカ伝』3 章「ヨハネの説教」
「…悔改めにふさわしい実を結べ。…斧がすでに木の根もとに置かれている。だから、良い実を結ば
ない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれるのだ」。
『ルカ伝』13 章「実のならない無花果の譬」
「ある人が自分のぶどう園にいちじくの木を植えて置いたので、実を捜しにきたが見つからなかった。
そこで園丁に言った、『…その木を切り倒してしまえ。…』。すると園丁は答えて言った、『ご主人様、こ
としも、そのままにして置いてください。そのまわりを掘って肥料をやって見ますから。それで来年実が
なりましたら結構です。もしそれでもだめでしたら、切り倒してください」。
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