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馬に乗る松山原造（20代後半の原造と思われるが、撮影年は不明）
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農事教師の助手として上田町
に転居
長野県は米作改良農法として
福岡農法を取り入れることとし
明治二十五年春に福岡県から原
ちいさがた
田勝三郎を招聘しました。 小県
ぐん
郡では明治二十九年に福岡から
農事教手として古川列一を招請
そえ ひ
しおがわ
し、郡内四ヶ所（傍陽村・塩川村・
大門村 ・ 中塩田村）に模範田を
設けました。 塩川村関弘矣の模
範田は、 松山原造が暮らしてい
かのう
た和村東上田（現 東御市和）か
らは五キロほどだったので、原造
は改良農法の講習会に通い詳細
にその内容を懐中日記に記して
います。
ちいさがたぐんだいもん
松山原造は小県郡大門村（現
長和町大門）に生まれましたが、
十歳の時に漢学 者であった祖父
とく し ろう
篤志朗の遺言により高弟の田中
新太郎に託され小県郡和村
ひがしうえだ
東上田で暮らしました。
田中新太郎家で酒造業 ・ 養蚕
業とともに優良馬の飼育にもた

田町界隈の商品経済のようすを
切り取ってみました。

学芸員 田中 壽子

松山原造の日記からみる
明治三十年ごろの上田界隈の交通と商品経済

松山犂の考案者、 松山原造は
明治三十年春から三年ほど農事
教師をしました。 長野県が福岡
の改良農法を奨励し各郡の郡役
所を通じて講習が始まった時期
にあたります。 明治三十年春の
た ん ざ ん そう よう り
原造は二十二歳で、 単鑱双用犂
の特許を取る四年前のことです。
ちいさがた
原造は上田小県郡下の村々を
巡回し改良農法を指導したよう
すを日記に書き残しています。
日記には試作田を回り指導した
事 柄とともに面会した人々や日
常の金銭の出入も記しています。
上田町に移り住み農事教師とし
て生活を始めた原造は、 日用品
を買い揃え洋服やシャツの仕立て
をするなど身なりを整えるため
に出金していきます。 松山原造
の明 治三十年と三十一年の日記
から巡回地域の交通の状況や上

ずさわっていた原造は、馬の扱い
ば
に慣れていたため古川教 手の馬
こうほう
耕法教授を手伝うようになった
ようです。 明治三十年四月には
農 事教手の助手に任用されて、
古川教手とともに試作田を回り
福岡農法を講習しました。
下宿料
原造は養父田中新太郎の家か
ら明治三十年三月二十四日に上
田の農事教手古川列一の寄宿先
に転居しています。
古川農事教手の上田町居住地
は不明ですが五月八日まで寄宿
し、 その後五月八日から六月二
十九日まで蔦屋半平宅に移り住
み、 六月二十九日より親戚先の
犬飼宅に移転し十月十八日まで
居住しています。 十月十八日か
ら十一月十四日まで鍛冶町河合
金兵衛方に寄宿。 その後、 十一
月十四日から翌年二月末まで松
尾町斉藤加左エ門方に移り寄宿。
明 治三十一年二月二十八日から
は城下村宮下文平方に転居しま
した。
農事教手の助手をはじめた明
治三十年は上田の中心地に住み、
古川列一寄宿先、
蔦屋半平、
犬飼、
河合金兵衛（鍛冶町）
、
斉藤加左ェ
門（松尾町） と一年間に五回転
居して、明治三十一年二月からは
千曲川をはさんで向こう 岸にあ
たる城下村の試作人宮下文平宅

に移転しています。 小県郡下を
巡回するのに郡役所や上田停車
場に近く、 何でも生活用品を手
に入れられる上田の中心地から
なぜ離れたのでしょう。日記を読
み進めてみると、 塩田平や丸子
地域を巡回するのに城下村は至
近であり千曲川を渡るための舟
銭や橋 銭の支出が無くなったこ
とに気付かされます。 宮下文平
氏の人柄から寄寓する居心地が
よかったと想像できますが、旁ら
原造は試作人の家に寄宿するこ
とによって一箇所の巡回指導地を
減らせることも考 えたのでしょ
う。 仕事をする上での地の利と
仕事の効率を考えて寄留先を選
んでいたことに改めて気付かされ
ました。
日記をみると月末に郡役所か
ら月報手当十二円が入ると寄宿
料を精算していますが、 当時の
下宿代は間借り料ではなく食事
の賄い料だけを家主に払っていた
ことがわかります。 古川列一寄
宿先に四月分二十二飯八十八銭
支払っているので一食四銭、犬飼
宅には七月分七十六飯として三
円八十銭、 また八月分四十飯分
として二円を支払っているので一
食五銭として計算されています。
このことから明 治三十年頃は間
借り料がなく賄い代を寄宿料と
して払っていたことを知ることが
できます。

明治30年以前の海野町商店『海野町史』より転載

交通
〈汽車賃〉
信越線は明治二十一年八月に
直江津 上-田間が、明治二十六年
四月には直江津 上-野を結ぶ全線
が開通し、 明治二十九年一月に
は大屋停車場が開業しました。
大屋停車場の開業は丸子 ・ 諏訪
の製糸場経営者や蚕種家の請願
によるもので、地元による請願駅
全国第一号駅といわれています。
日記をみると明治三十年当時は、
上り下りが一日五本ずつあり「上
り二番列車」 などと始発からの
順番で呼んでいたようで、上田 大屋間は四銭、上田 田中間には
七銭支払っています。
西上田駅
（大
正九年開業） や滋野駅（大正十
二年開業）
、信濃国分寺駅（平成
十四年開業） はまだありません
でした。
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22歳当時の松山原造

各町村の情勢がまとめられた『長
〈乗合馬車・人力車賃〉
『丸子町歴史年表』に明治三
野県町村誌 東信編』には各村の
報告に人力車の台数も記載され
十年の出来事として「乗合馬車
組合ができる。大屋 丸-子 長-窪」 ていて、明治期のはじめごろから
と記録されています。 何月に乗
郡下に人力車が走り役場や鉄道
駅近くに待 機していたことを想
合馬 車が開通したのか調べても
行き当たれませんでしたが、 原
像することができます。
造はこの年の九月三十日に初め
て丸子 大-屋間を乗車しました。 〈橋銭〉神川舟橋と羽毛山橋
六キロの道のりに七銭支払い、翌
原造が小県郡を巡回指導して
じょうばし
十月以降は値上げされたのか同 いたころ、 千曲川に定 橋として
じ区間に十銭払っています。時間
あったのは上田橋と大屋橋でした。
が合えば乗合馬車を利用してい
て大屋 長-瀬に五銭、 大屋 長-久
保古町に三十銭、丸子 長-久保新
町に二十銭、腰越 長-久保古町に
十二銭を払っています。
明治三十一年五月十二日下痢
みずなわ
を伴う体調不良が続く中、 水苗
しろ
代の整地指導に巡回した際は東
わ ご
いく た
内村和子 生
- 田 村 役 場 を人 力 車
に乗って移動し車 賃二十五銭を
支払っています。明治十年ごろの

大屋駅発着の乗合馬車時刻表「長瀬村
実業家案内壽娯録（すごろく）」（年代
不明）の部分 上田市丸子北小学校蔵
信越線が明治35年改訂の時刻表では上
下7本に増えるので、それより前の時
刻表といえる

上田橋は現在地よりも二十三
㍍上流に架けられていました。
明治二十一年に信越線上田停車
場が開設されたことに伴い二年
後の明治二十三年に煉瓦の橋台
をもつ上田橋が竣工し、その後の
洪水からの復旧工事を経て五連
の橋が明治二十八年に完成して
います。
大屋橋は『長野県町村誌 東信
編』 大屋村（明治十三年報告）
には明治七年に完成した舟十七

明治30年ごろの上田小県地域のようす

流右岸の岩下地籍と左岸の茂沢
艘を鉄線で繋いだ舟橋があるこ
とが報告されています。 明治二
地籍に架かり、 橋銭として通行
十六年に木橋が完成しましたが、 料四厘（明 治三十一年五月の記
明治二十九年七月の大洪水で流
載からは五厘） を支払っていま
出し明治三十五年二月に煉瓦の
す。
『長野県町村誌 東信編』生
土台をもつ永 久 橋ができるまで
田村（明治十五年報告）には「神
は仮橋で通行していました。
田（川の誤記か）舟橋」「本村亥
上田と松本を結ぶ道筋にあっ
の方、千曲川流れに架す（中略）
す わ べ
ふるふねばし
た諏訪部の舟橋（現 古舟橋のあ
舟八艘を以て繋ぐ、 従前今の地
たり）は、上田橋ができるまでは
より八町上流に渡舟あり明治八
往来の要所でした。 千曲川の中
年之を廃し有志を募り新道を開
洲に三つの舟橋、舟十艘・舟七艘・
通し今の地へ舟橋を創造し同九
舟三艘で繋ぎ、 板を並べて通行
年成功す」 とあり明治八年以前
していました（『原町の歴史 』）
は渡し舟で千 曲川を渡っていた
が明治二十七年七月の氾濫で損
が、 原造が通行していた明治三
壊し、 明治二十九年七月に諏訪
十年頃には八つの舟を横に並べて
部舟橋は廃止（
『上田市誌 年表』） 板 を載せた橋があって四厘の通
されています。原造の日記では明
行料を取っていたようです。明治
治三十一年九月七日、 大雨で千
三十一年九月七日の千曲川大氾
曲川が増水して午前七時に諏訪
濫によって舟 橋が流 出してしま
形橋（諏訪部舟橋のことか、『上
い、九月十九日に渡った時には舟
田市誌 年表』にこの氾濫で流失
で渡り二銭を支払ってこの年の通
とある） が落ち、 午前八時には
行料五厘の四倍の料金で渡河し
上田橋と諏訪形橋の間の道路が
ています。
流失し家屋 ・ 諸道具 ・ 破損した
羽毛山橋は千曲川右岸の田中
水車が上流から流れてくる様子
停車場南と左岸の羽毛山地籍に
を記しています。 直ちに居住す
架かる橋で、 明治三十一年八月
る千曲川左岸の城下村から生田
に五厘を支払い通行しています。
村尾ノ山に登って千 曲川沿 岸の
はん が
村々が水没した被害のようすを 〈舟銭〉中島と半過の渡し
俯瞰し田畑や桑園の被害面積を
原造は明治三十年三月二十四
見積り記録しています。
日に上田へ向けて引越し荷 物を
かん
原造が橋銭を払っているのは神
和村清水和左ェ門に運送代十銭
がわ
は け やま
川舟橋と羽毛山橋です。 神川舟
で頼み、 自身は和村東上田から
橋は神川が合流する千曲川の上
塩川 村の試 作田に向かっていま
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す。 この時に千曲川を塩川村中
島で渡り、舟銭五厘を支払ってい
ます。中島の渡しについては『長
野県町村誌 東信編』塩川村（明
治十年報告） をみると、 千曲川
対 岸の縣 村へ渡るための「鍋 谷
窪渡」 があり「渡船一艘、 綱越
しなり」とあるので、中島のあた
りの渡し舟は「鍋谷窪渡」 とも
思われます。 船頭は対岸に結ん
だ綱を手繰って舟を進めていたこ
とがわかります。
半過の渡しは千曲川右岸の塩
尻村中島と左岸の小泉半過を結
ぶ舟で昭和 九年まであったそう
ですが、 明治三十一年八月に原
造は舟銭五厘を払い泉田村から
塩尻村に向かっています。

懐中時計
原造は初月給十二円が支給さ
れた明治三十年五月三日の翌日

半過の渡し
『最近の上田市と近郊の近況』館蔵より

屓にしていたことがうかがわれま
す。
原造がシャツなどを購入してい
た荻野商店は、 荻野憲治が経営
した洋品店です。 先の「松尾町
の歩み」 によると御維新で士族
を奉還し、 東京に出て洋服調整
技術を習得し麹町に洋服店を持
ちましたが、 明治十年に上田に
戻り海野町に開業しました。 明
治十一年の陛下御巡幸では礼服
が大いに売れたということで、上
田の洋服 仕立ての先鞭でした。
明治三十年当時は松尾町に移転
していて、 洋品店として永く経
営が続きました。
親戚づきあい
原造は親戚や世話になっている
人への挨拶を心掛けていました。
農 事教 手の助 手として上田へ転
居したときは、 東上田の清水半
右ェ門（飴十三銭）
・大塚平助（菓
子六銭五厘）・徳武金次郎（飴六
銭五厘） に手土産を持参して転
居の挨拶をし、 上田では叔父の
沖島利貞の子供らに本を二冊（十
八銭） 持参しています。 また寄
寓先の古川列一農事教手には「転
宅見舞」 として茶小半斤（一五
〇グラム） を十銭で求め、 手渡
しています。
養父田中新太郎や松山謙三叔
父といった気遣いする相手には十
銭から二十銭の菓子・せんべいな

どを必ず 手土産として持参し、
遠い親 戚や友 人への挨 拶には五
銭ほどの菓子を持参しています。
親戚の子供たちには年末に「歳
末」として毛糸（七銭五厘）・ 手
袋（七銭五厘）
・マリ（五銭）
・毛
糸足袋
（十一銭）
などを持参し贈っ
ています。
明治三十一年の原造は手土産
として端書（ハガキのこと）を贈
るようになります。 一銭の端書
を田中新太郎へ暮れに「歳末」
として四十枚を手渡したのをは
じめ、 年が明けると「年玉」 と
し て 親 しい 友
人の 山 岸 実 太
郎には十五枚、
長 久 保 古 町の
知人には五枚、
大 門 村の 友 人
には三枚 と相
手によって枚数
を違えて贈って
います。この
「年
玉として」の記
述があるのは三
月 四日に田 中
家の 親 戚 先 に
あ たる田 沢 温
泉 桝 屋の 宮 原
庄 衛に渡した
端 書三十 枚 ま
でで す 。 三 月
初 頭 まで 新 年
のあいさつとし

て持参しています。

〈香典〉
和田村の羽田近次郎などの近
い親類には四十銭、 大門村の知
り合いへは十銭の香典を渡してい
ます。香典を包むにあたっては、
糊入紙という奉書紙を二十枚（五
銭） と水引三束（二銭五厘） を
購入していて、 現在では香典袋
や祝儀袋として売られています
が、 当時は慶弔のたび奉書紙に
赤色や銀色の水引を付け持参し
たことがわかります。

上田城址
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に「万三」 で紐付きの懐中時計
を九円で購入しています。 農事
教師の仕事に就くにあたり三月
末や四月は股引き ・ 脚絆 ・ 手提
げ鞄を購入しますが、 次第に洋
装の身なりを整えていきます。
明治二十四年刊『上田街諸名家
一覧 』 には原町の成沢三十郎の
営む万屋（万三のこと） が時計
商として挙 げられていますが、
原造は初任給の大金を費やして
懐中時計を最初に求めていて仕
事への意気込みが伝わります。
洋服
明治二十九年の原造の写真を
みると洋服を着ています。 普段
は着物でしたが、 撮影のために
洋服を着たものと思われます。
原造が仕立て服を注文した最
初は明治三十年七月、 辰野商店
で二円五十銭を払い仕立てていま
す。十二月にはヲーフル（ウール：
毛織物のことか） の生地を使用
して十一円五十銭で仕立て、翌年
五月にも同じ辰野商店で三円を
払 い 上 下 洋 服 を 新 調 し てい ま
す。
「松尾町の歩み」には松尾町
荻野商店近くで辰野賢弥が辰野
洋服裁縫店を営んでいたことが
あり、出身やその後については不
詳と書かれています。 原造は養
父田中新太郎から洋服を譲り受
け辰野商店で仕立て直しもして
いるので、辰野賢弥の仕立てを贔

明治30年ごろの上田町商店街
『海野町史』
「松尾町の歩み」
『原町の歴史』より作成

銭湯と温泉
上田に銭湯ができたのは明治
ひるさわがわ
二十七年で、 蛭沢川の河畔に建
ち始めました（『原町の歴史』）
。
原造が上田の中心地に寄宿して
いた頃は、 最寄りの銭湯（原造
は「洗湯」と記す）へ一銭ずつ払
い通っています。回数券を購入す
ることもあり「み登り乃湯（み
どりのゆ）」 では湯札十四枚を
十銭で買っています。明治三十一
年には湯銭が二銭に値上げされ
ました（『原町の歴史』）
。
大門村には庄太が営む湯があ
り、 松山本家に滞在するときは
利用しました。 入湯料は一銭で
したが、明治三十一年一月は「松
ノ湯」 に呼び名が変わり五月六
日以降は二銭になっています。
原造は出張の定宿として青木
村田沢温泉「ますや」（宮原庄衛
経営）
、沓掛温泉「おもとや」や
別所温泉「柏屋」
（斉藤喜右衛門
、
経営 現在の柏屋本店にあたる）
霊泉寺温泉「藤田屋」
（今井藤吉

煙草製造は明治三十八年に専売
法が出されるまで誰でも製造し
て販 売することができました。
岩谷松平は東京銀座に岩谷商会
を設立して天狗印の紙巻き煙草
を販売。 新聞広告をはじめ奇抜
な看板 ・ ポスターを販売店に配
り販路を広めていました。
『丸子
町歴史年表』 には明治二十六年
「ビール、ブランデー、巻煙草等
が入ってくる」とあり、上田地域
にも巻煙草が流通してきたこと
がわかります。 原造は上田海野
町や長久保新町や岩村田で天狗
印巻煙草を六銭、長野善光寺近
くでは五銭で購入していて明治三
十年の信州の山間地にも天狗印
の紙 巻き煙草が浸 透していたこ
とがわかります。
牛肉
原造が上田に住み始めて初め
て牛 肉を食べたのは明治三十年
の土用、 松尾町で牛 肉の缶詰一
本を二十銭で購入しています。
巡回の道 筋で弁 当 料として払っ
ていたのが五銭なのでかなりな贅
沢です。 翌年も土用の七月二十
一日に松尾町東洋軒で酒を飲み
牛飯を食べ十一銭払っていて上田
辺りの明 治三十年ごろの土用に
は、牛肉を食べていたことを知る
ことができます。
原造の日記から当時の上田に
は牛 肉が食べられる店として海

野町に西洋軒、 松尾町に東洋軒
があったようです。明治三十年、
三十一年の原造は旨いものを食べ
に出るときは牛 肉を好んで食べ
ていて、明治三十年には十一月、
明治三十一年には四月・五月・七
月 ・ 九月 ・ 十月 ・ 十二月と回数
が 増 えていま す 。「 松 尾 町の歩
み」
に牛肉店としては通りで唯一、
近藤牛肉店があったことが述べら
れています。 近藤牛肉店は士族
からの転 業で明治二十二年に松
尾町に創業し、 明治四十年ごろ
には海野町にも出店し土屋慶次
郎に経営に当たらせています。
明治二十四年出版の『上田町
諸名家一覧』の中に「西洋軒 海
野町竹内牛肉店」 とあり、海野
町にあった竹内牛 肉店が西洋軒
と称していたことがわかります。
西洋軒に対抗して、 近藤牛肉店
は 東 洋 軒 と 称 し てい た 時 期 が
あったのでしょう。原造日記の記
載から東洋軒の牛飯は七銭、 西
洋軒の牛肉飯は十八銭で、 酒を
伴う食事でも西洋軒の方が総じ
て高 額な支 払いであることから
牛 肉飯を食べるのには東 洋軒の
方が庶民 価格であったことがう
かがえます。
氷水
原造は夏の暑い盛りになると
巡回の途中、 氷水を好んで飲ん
でいます。 氷水は明治十年ごろ

明治三十年・三十一年の原造日記にみ
る商店の販売品
【文具】
田口屋（原町）…硯・墨・状袋・雁皮
紙・半切
蔦屋（原町）…硯箱・筆・朱・状袋・シャ
ボン・本箱・机・箸箱
近江屋…小写紙・鉛筆・状袋・銀水引・
紺の袖口（袖抜き・アームカバーのこ
とか）
和泉屋…表紙・筆・鉛筆
伊藤磨武二郎（木町）…認印・朱肉・
印肉入
現金屋（小林佐平治）…改良半紙・筆・
状 袋・端 書 入 れ 袋・糊 入 紙・水 引・
鉛筆・中折罫紙・キヅ紙・和紙の表紙・
洋 紙の表 紙・当 用日 記・表 紙 留 釘・
扇子・画学用紙
川合…標本硝子管九本・標本瓶十五
本・青 酸加里二オンス・アキ瓶一本・
アルコール一合
綿屋太兵衛紙屋（原町）…百枚綴じ
帳簿一冊、キヅ紙壱束

【呉服・洋品】
菊屋…足込足袋
醋屋（南川兵作）…夜着の表・木綿臼・
矢立・歯磨・茶糸縞一反羽織・金薄壱
丈羽織＊・サル又・石鹸・畳針・鎌二
枚
醋屋本（小林本太郎）…シャツ・メリ
ヤスシャツ・金薄六尺・羽織の紐・手
布巾・毛布・サル又・帽子・動物針
奈良屋…風呂敷
古須田（小須田平右ェ門）…足袋・甲
掛足袋・股引き
松葉屋…脚絆・甲掛け
万才…ボタン・胴〆・銭入・手布巾・シャ
ツ・手袋・飾
荻野商店…洋服襟飾・シャツ・申又・
ズボン下・毛糸製襟巻・手袋・曲尺・
ボタン
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経営）を使っていて、温泉に入る
ことを楽しみに仕事をしていたこ
とが日記からうかがえます。
たばこ
原造は刻み煙草を愛飲してい
ました。 当時の煙草入れ一杯分
は五匁（一八・七五グラム）のよ
うですが長久保新町の「とみや」
で五十匁（十四銭）
、 常入で一〇
〇匁（二十一銭）
、
松尾町「三宅」
で一〇〇匁（二十二銭、翌年十二
月は二十一銭、
四月は三十五銭）
、
横町「和 泉屋」 で一〇〇匁（二
十銭）とまとまった量を買ってい
たようです。 巡回指導の途中、
鈴子や落合で二銭の煙草を求め
ていることから出先では煙草入れ
一杯分の刻み煙草を求めていたよ
うです。キセル一本は横町で八銭
五厘あるいは十四銭、 煙草入れ
は横町で二十六銭を支払い購入
しています。
原造は時おり天狗印の紙巻き
煙草を求めています。 明治期の
紙巻き煙草の構造（上）と天狗
印巻煙草（下）
『日本たばこ産業百年のあゆみ』
より転載

しました。草鞋一足の値段は一銭
三厘だったり二銭だったり買う店
によって違います。同じ店でも買
う日が異なると値段が違うので、
草 鞋の出来ばえによって値 段を
変えていたのかもしれません。草
鞋の平均的な価格は、一銭八厘ほ
どでした。
原造は洋装に合わせて靴や靴
足袋（十五銭） を履き、 普段用
に下駄（二十一銭、三十三銭）を
求めていますが、 粋に出掛ける
ときは足袋に麻裏草履を履いた
ようです。初めて麻裏草履を買っ
たのは八月半ば。 小諸に出かけ
たときに十二銭五厘で求め、十一
月半ばには上田女学校前で十銭
を出して購入しています。
使われていたお金
明治政府は貨幣制度の統一を
目指して明治四年に「新貨条例」
を公布し、 円という単位の新し
い貨幣が生まれました。円・銭・
厘の十進法の単位を使い、 金貨
を貨幣の基本として銀貨 ・ 銅貨
がそれを補 う ものとして使われ
るようになりました。 殖産興業
が活 発になるにしたがい全国に
銀行をつくる必要性が高まり一
五三の国立銀 行がつくられまし
た。 長野県では上田に十九銀行
と稲荷山に六十三銀行が開業し、
それぞれの国立銀行紙幣が発行
されました。

日本銀行は明治十五年に中央
いたことが想像されます。
銀行として設立され、 明治十八
年には初めて日本銀行券を発行
おわりに
し我が国の紙幣は日本銀行券に
明治三十年ごろの上田小県地
統一されました。
域は蚕種製造の一大中心地となっ
原造が郡役所から支給される
ていて塩尻村や長瀬村には横浜
十二円の手当をどのように使って
との取引で財を成した蚕種家が
暮らしていたかをみてきました
軒を連ね、 丸子の製糸結社「依
が、 明治三十年当時に使われて
田社」 には二千人を超える工女
いた通貨は、一円の紙幣・金貨・
が働くなど活 気にあふれていま
銀 貨（一般的には紙 幣が流通）
した。 このような産業の伸展に
があり五十銭 ・ 二十銭 ・ 十銭は
ともない交通が便利になり商品
銀貨、五銭は白銅貨、二銭・一銭・
経済も発展していきました。 原
五厘・一厘は銅貨でした。
造は農事教師として指導して歩
よねくま
このような通貨の中で、 原造
く中で、 三吉米熊や伊藤伝兵衛
もう
が買物で支払った代金に「毛」
（一
や柴 崎 虎五郎 といった地域の実
厘＝十毛）
の単位がみられました。 力者に出会い、起業への礎を築い
明治三十年五月十九日に巻煙草
ていったものと思われます。
を八銭二厘五毛
（東塩田村にて）
、
（文中 敬称略）
九月九日に菓子を五銭七厘五毛
（長野町にて）
、状袋二十五枚を 【参考文献】
一銭一厘五毛（上田町にて）の三 『上田市誌 別巻三 上田市の年表』平成
十六年
度です。
文献をみると江戸時代に一文 『長野県町村誌 東信編』昭和十一年
『上田老舗図鑑』滝沢主税編 平成十六年
として使われた「寛永通宝」 は
『海野町史』中澤好富著 昭和五十三年
明治期には一厘として、また「文
『
原
町の歴史』田辺寛二郎著 昭和六十一年
久永宝」 は一厘五毛で通用した
『
丸子町歴史年表 』丸子史料研究会編
とされます。 原造の記録から明
昭和四十三年
治三十年の上田町や長野の善光 『上田地誌』「松尾町の歩み」丸山寿著
平成二十一年
寺 前では江戸 時代の通貨であっ
『最近の上田市と近郊の近況』水野源太郎
た「文久永宝」 がまだ使われて
著 昭和九年
いたことを知ることができます。
『日本たばこ産業百年のあゆみ』日本たば
原造の財布の中には、 近代通貨
こ産業編 平成二十一年
とともに「寛永通宝」 や「文久
『
コインの歴史』造幣局泉友会編 昭和五
十九年
永宝」が混ざり合いながら入って
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冷 蔵 庫のない時代に氷をどの
ように調 達していたのでしょう
か。 上田小県地域は蚕種を冷蔵
ふうけつ
し保管するための風穴が多く設
ねりあい
けられていて、 長瀬村練合には
製氷して販売する業者が昭和十
年代後半まであったので、この地
域では夏まで氷を保管して氷水
を商うことができたのでしょう。
はきもの
原造が巡回指導に歩くときは、
わらじ
草鞋を履いていました。日記の支
払いからみると明 治三十年は三
月末から十二月まで三十六足を
買ったことから、月平均に四足履
いたことになります。 翌年は台
風災害があって城下村や大門村
で復旧の手 伝いをしたため五十
六足、 月平均では四、 七足購入

個人蔵
一銭銅貨と文久永宝

から砂糖の煮汁に水を入れた「甘
露水」 に氷を入れたものが売ら
れるようになり、 明治二十年ご
ろには削り氷に砂糖の煮汁を入
れたものが流行ってハッカやニッ
ケ を 点 じ 香 り をつけ た 氷 水 も
あったようです。原造の日記から
信州でも一般的に売られていたこ
とがわかります。
明治三十年の原造は土用も過
ぎた七月二十九日にこの夏の初め
の氷水を御岳堂（一杯 一銭五厘）
で二杯飲んでいます。この年の最
後は九月二日の富 士山村での二
杯です。 氷水の価格をみると岩
村田村では一銭でしたが丸子村
と依田村では一銭五厘、 富士山
村と長久保では二銭五厘でした。
値段が高くても喉の渇きには負
けてしまうのでしょう。

「一円券」武内宿禰 明治22年発行分
日本銀行発行「現在有効な銀行券」リーフレットより転載

松山記念館日誌
月

日

曜日

内容・実施事項

令和元年（2019）年度
10

10

木

館報「まつやま」28号発行

10

11

金

第28回文化講演会
・演題「スキ・スキ・スキ・スキ・犂・スキ♡～いま、見直される畜力の活用～」

10

23

水

ぶどう畑での馬耕研修会参加協力（上田市塩川・マリコヴィンヤード）
西尾講師、田中学芸員

10

24

木

ぶどう畑での馬耕研修会参加協力（上田市塩川・マリコヴィンヤード）
田中学芸員

10

25

金

馬耕伝習会（望月馬事公苑・30名）西尾和実講師、田中学芸員

10

26

土

馬と人の結びつきを考える会
第2回大会参加協力（松本大学）田中学芸員

10

27

日

馬と人の結びつきを考える会
第2回大会参加協力（松本大学）田中学芸員

12

11

水

第19回理事会（令和元年度中間事業報告と令和2年度事業計画書、
予算書等の承認）

12

13

金

令和2年度事業計画書等の提出（行政庁長野県へ）

（一社）馬搬振興会の記念館研修

令和2年（2020）年度
1

22

水 「馬と人と」2019年活動報告書編集会議 於：松本大学（田中学芸員）

1

23

木

令和元年度、会計及び業務監査

2

5

水

第20回理事会（令和元年度事業報告及び決算書の承認）

2

10

月 「馬と人と」2019年活動報告書編集会議 於：松本大学（田中学芸員）

2

16

日

2

18

火 「馬と人と」2019年活動報告書編集会議 於：松本大学（田中学芸員）

2

25

火

2

28

金

第12回評議員会（令和元年度事業報告及び決算書の承認その他）

3

4

水

上田情報ライブラリー「松山原造」講義打合せ（田中学芸員）

3

13

金

長野県知事宛「事業報告等の提出書」提出

「馬のいる領域」フォーラム参加
於：国立オリンピック記念青少年総合センター（田中学芸員）
「馬と人と」2020年事業活動についての会議
於：松本大学（田中学芸員）

4

1

水

長野県教育委員会宛「青少年を対象とした取組等に関する実績報告」
提出

4

1

月

松山㈱新入社員来館視察研修

4

24

金

～

（一社）馬搬振興会研修において
西尾和実氏の指導

「馬と人との結びつきを考える会」

休館（県の要請による新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

5

6

水

5

11

月

一般社団法人馬搬振興会代表理事 岩間敬氏来館、犂修復の助言

5

21

木

松本市立博物館企画展打合せ来館

6

10

水

県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止支援金受領

6

12

土

千葉県鍛鉄工房、蠣崎良治氏来館

6

30

火

7

11

土

田中新太郎家文書について調査 於：長野県立歴史館（田中学芸員）

7

17

金

県立歴史館に収蔵された田中家文書について報告
於：東御市和 田中新太郎家（田中学芸員）

7

31

金

丸子修学館高等学校へ図書等の寄贈

7

31

金

上田市文化芸術施設活動継続事業支援金支給受領

9

5～ 土〜

9

15

火 「馬と人と」企画について zoom 会議（田中学芸員）

9

16

水

畜力用除草機の現物調査確認

「馬と人と」2020年事業活動についての会議
於：松本大学（田中学芸員）

松本市立博物館企画展「農耕用具コレクション」開催協力
10月４日（日）まで会期
群馬県嬬恋郷土資料館館長 関俊明氏他２名来館、企画展打合せ
第29回文化講演会中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
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製造工具について聞き取り

文化講演会開催
令和元年十月十一日㈮松山記
念館主催、上田市 ・ 上田市教育
委員会後援で、 松山㈱三階ホー
ルにて第二十八回文化講演会を
開催しました。
講師に一般社団法人馬搬振興
会代 表理事 岩間 敬 氏をお願い
し、演題『スキ・スキ・スキ・スキ・
犂・スキ♡～いま、見直される畜
力の活用～』をテーマとして講演
された。
（聴講者一四〇人）
講演会に先立ち、 主催者を代
表して松山久理事長が挨拶。
「農
業の歴史を振り返れば、 人から
畜力＝牛馬耕、 そして機械化と
進化してきた。 その経過の中で
双用犂を完成させた松山原造の
名は農 業の近代 化への貢 献 とい
う 点でカウントされてもいい」
「農業を取り巻く課題が山積し
ているが、＂農こそ国の基なり＂
との原点に立ち返る時期がきて
いるのではと思う。そのような中
で今回の講演は興味深い。 私た
ちの現 在の関心事にどのように
結びつけることができるかという
観点から聞いてみたい」などと述
べた。
続いて後援者代表として上田
市丸子地域自治センター産業観
光課の小松弘俊課長補佐が松山

原造の功 績や松山㈱の上田市へ
の貢献度を称え、「今後も上田市
の工業界のみならず丸子の食 ・
長野県の食 ・ 日本の食を支え続
けていただきたい」 とエールを
送った。
続いて講師のプロフィールが紹
介され、講演に入った。
岩間氏は岩手県遠野市生まれ
の現在四十一歳。 高校卒業後に
馬の楽しさを知り、当初はスポー
ツホースでオリンピック を目 指
す。 地元遠野市に戻り、 自ら馬
を飼いながら乗用馬繁殖 ・ 調教
を行う 会社に従 事しつつ農林業
に携わる。
「炭を作るために実家の山に
入って木を伐り出そうとしたが、
重くて人力では運べない。何かい
い方 法はないかと考 えたのが馬
を使うこと」 と馬搬を始めるエ
ピソードを紹介。 それ以来、 山
から木材を搬出する馬搬の技術
を取得しながら二〇一〇年に遠野
馬搬振興会を設立し、二〇一六年
には全国規模に拡大を図るべく一
般社団法人馬搬振興会を設立。
イギリスの馬搬 協 会を訪れてそ
の可能性を確信後、 馬搬業はも
ちろん、 後進への馬搬技術の指
導や馬搬のための馬育成、 馬搬
文化の継承に力を注いでいること
を紹介した。
こうした馬を使った仕 事に興
味を持つ人が増えてきている、と

岩間氏。
「この日本でも二十歳代
の若手など十名くらい、 全国か
ら研修にくるようになった」と近
況を話す。 そうした中で出会っ
たのが松山犂。
「四年前に我々で
馬耕大会を主催した際に松山さ
んを招 待したことが出会いの始
まり。 その時に西尾さん（元松
山代表取締役専務）から犂技術
の奥深さに気づかされた」と述べ
た。
こうした活動を通して感じる
のが馬搬＝畜力が見直されている
ことだという。
「松山さんの近く
にあるメルシャンのぶどう畑で、
今年フランスからプロを招いて研
修 会を実 施するまでになってき
た。海外でもフランスではワイン
の価値を高めるために馬を使った
手法が広まっており、 ぶどう畑
専用の農機具が今も使われ、 そ
の機械を作っているメーカーも存
在する」と紹介した。
そ うした動 きを説 明しつつ、
畜力が広がる可能性に言及。
「特
に注目してほしいのがアフリカ。
アフリカは多 くの地域が未だ人
力で現 在農 業に力を入れている
国が増 えている今日本だけで物
事を捉えてしまうと畜力は微々
たるものだが、世界でみると伸び
しろは多い。松山さんが以前作っ
ていた畜力のアタッチメントが見
直されることがあるかもしれな
い」と、グローバルな視点で捉え

ることでビジネスチャンスが生じ
る可能性を述べた。

理事会開催

★ 令和元年十二月十一日㈬ 協同
サービス㈱二階ホールにおいて、
第十九回理事会が開催され、
①令和二年度事業計画書 ・ 同
収支予算書 について審議され、
出席者全員の承認を得た。
②その他報告事項承認。
★令和二年二月五日㈬ 協同サー
ビス㈱二階ホールにおいて、第二
十回理事会が開催され、
①令和元年度事業報告書 及び
事業報告の付属明細並びに同収
支決算書 及び財務諸表等を、
監事による会計監査報告の後審
議され、
出席者全員の承認を得た。
②定例評議員会の招集について
令 和 二年 二月 二十 八日 ㈮ 協 同
サービス㈱二階ホールにおいて、
開催を可決承認。
③その他報告事項承認。

★令和二年二月二十八日㈮ 協同
サービス㈱二階ホールにおいて、
第十二回評議員会が開催され、
①令和元年度事業報告書 及び
事業報告の付属明細並びに同収
支決算書 及び財務諸表等を、
監事による会計監査報告の後慎

評議員会開催

（案）

（案）

（案）

重審議され、 出席者全員の承認
を得た。
②その他報告事項承認。

松山㈱新入社員の研修見学

松山㈱の令和二年度の新入社
員は、
四月一日㈬の入社式終了後、
当館を訪れ、 松山㈱創業以来の
犂及び犂の歴史を研修した。

令和元年度当館見学者

開館日数
二七二日
見学者総数 六九七人
〈内訳〉
県外（含む外国）  六八・三％
東信 
二二・四％
北信 
七・〇％
南信
二・〇％

〇・三％
中信 

第二十九回文化講演会中止

松山記念館では、 今年度第二
十九回文化講演会の開催を予定
していましたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため開催を
見送ることにいたしました。
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（案）
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（案）

