齋藤活版所の活動と齋藤家

山本

修巳

１ 齋藤活版所の活動
明治十五年九月、佐渡郡役所で戸長会議が開かれ、出席していた齋藤傳十郎が議長に選任され、
郡長 栗野匡より示された議題の一つに活版印刷所の設立の件があった。先端技術である活版印
刷機械を購入して、役所の通達を印刷したいという主旨であった。その頃、町村は三百あまりあ
り、通達文書配布には多大の労力が掛かったためであろう。
傳十郎は、この議案を審議し議決しても、郡役所自体での運営は困難であろうと郡長に意見具
申し、長男長三とも相談し、自ら経営を引き受ける事にした。
金井図書館の岩木文庫には、傳十郎が明治十四年三月に出版した『齋藤傳十郎編輯 明治九年
改正 佐渡國地租改正諸種一覧表』 齋藤傳十郎蔵版（奥付には明治十二年五月出版局御届、定價
金拾貳銭五厘）が収蔵されており、この本に印刷所名は書かれていないが、傳十郎が当時既に書
籍刊行を経験し、印刷の利便性を理解していたことが推測される。
傳十郎は郡役所が取り寄せてあった印刷機械のカタログ類を借り受け、機械の購入、印刷技術
の習得のため、東京に長三を派遣することとなった。
長三は十六歳の若年であったため、知人の相川町富田新右衛門が越後に行くのに同伴したが、
その頃、東京への鉄道はなく高崎まで徒歩であったので、富田は友人広川新介に長三の同伴を依
頼したが考え直し、高価な機械の購入は広川に任せ、印刷術の習得については練達な職人を探し
て、鍛冶町の自宅で傳十郎、長三父子に技術指導して貰うことに思い定め、長三少年を諭し、長
三も承諾した。
広川は機械を手配し、活版印刷を熟知した指田芳次郎を雇い、明治十六年一月下旬には機械も
人も到着、二月より鍛冶町の自宅で開業した。当時の様子が、明治二十五年二月の「新潟新聞」
に「佐渡の活版事業」として載っている。
「佐州に於て活版事業の開けしは去る明治十四、五年の頃に在り。雑太郡石田村 齋藤傳十郎
なる人、実に之れが鼻祖にして当時、主として郡役所諸達書等の印刷を目的とせしか四号活
字のみ備へ、其の後追々擴張の計画なりしも不幸同人開業後幾年ならずして死亡せるより、
長男長三なる人、父の遺業を継ぎながら年尚ほ少く、充分擴張する事能わずして今日に至り
し処、今度大いに奮発して、有志家に謀る処ありて一大改良を行うこととなり、此程より出
京し器械及び活字を購求せし由にて、既に夫々夷港へ積み廻す事になりしという。右到着の
上は同地の活版事業も著るしき改良進歩を見得べし。
」
こうして傳十郎と長三によって始められた齋藤活版所は需要が多く、やがて工場には印刷機を印
刷物のサイズに対応するために三機種を揃え、住み込み職人 三・四人、通い職人も数人、更に
配達人を雇う程隆盛を極めた。印刷は官公庁の公文書、証書、学校の学籍簿などから名刺、請求
書、受領書、カレンダーなど需要は広がったが、齋藤活版所の特徴は印刷所が独自な文化的出版
物を編集、刊行した点である。
齋藤活版所の刊行物第一号は、齋藤傳十郎の編集で明治十六年三月『佐渡全州地誌摘要』で町
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村ごとの反別、戸数、男女別人口、神社、仏閣を記した、江戸時代の村方帳、手引鑑などを模し
たもので、佐渡の情勢を一覧するのに便利なものである。
明治十七年、傳十郎は「佐州新聞」の発行を企画し、主筆に神原清香を充て、趣意書を郡内に
配布したが、十八年七月傳十郎は病み、十一月に亡くなったため実行されなかった。
「佐州新聞」は本社を雑太郡石田村齋藤活版所に置き、資本金一千円、五百株募集、新聞紙の
大きさは内山紙同尺度の洋紙で、毎月六回発行、定価一部八厘、一回発行数五百部とある。
もし実現されていたら明治十年代の佐渡史料が多く残った事と思われる。
当時の「創立人」の氏名を記録するために、趣旨書の全文を掲げる
佐州新聞社創立趣意
夫レ言論文章ハ人ノ耳目ヲ階シテ人ノ脳裏ニ浸染シ其布及スルヤ廣大ナルモノナリ、何トナレバ天ノ斯
民ヲ生ズルヤ之レニ賦スルニ口舌ヲ以テシ、之レニ與フルニ発音機関ヲ以テス、苟モ不具ノ徒ニ非ザル
ヨリハ皆之レニ因テ言語ヲ演ベ言語ニ因テ思想ヲ演ブルヲ得ベシ、然ラバ則チ人ノ思想ヲ知ル機関ハ耳
目ノ両者ニシテ、我ガ思想ヲ人ニ知ラシムベキ機関ハ手ト口トナリ 之ヲ其面前ニ会集セル人民ニ通ゼン
ト欲セバ、口以テ之ヲ演ブルノ便且速ナルニ如カズト雖モ之ヲ遠キニ達シ之ヲ後世ニ伝フルニハ、手以
テ之ヲ書スルニ如カザルナリ、是レ書籍新聞紙ノ世ニ盛ンナル已ム可ラザル所以ナルカ、之ヲ例スルニ
人世ノ新聞紙アルハ猶ホ夜中ノ燈火アルガ如シ燈火能ク物ヲ照ラス、妍媸美醜之レヲ掩フコトヲ得ズ、
新聞紙能ク世ヲ規ス善悪邪正之ヲ隠スヲ得ズ、故ニ新聞紙ハ國家ノ祥瑞ニシテ文明世界缺ク可ラザルノ
要器ナリ暫モ此ノ器アラザルノ國ハ其國ニアラズ、人ハ其人ニアラザルナリ何ヲ以テカ國家ノ祥瑞ヲ岐
望スルヲ得ンヤ
抑モ我佐州ハ僻シテ北海洪涛中ニ在リト雖モ海ニ煮、山ニ鋳ルノ廣利洪益アリ十万ノ同胞志士論客ナキ
ニ非ズ、但文章印行ノ業未ダ全ク通邑大都ニ及バズ 是レ其智識ノ発表セザル所以ナリ我ガ佐州新聞社今
日此レニ従事シ久シク発表セザル者ヲシテ急激ニ流レズ、因循ニ失セズ着々歩ヲ進メ、漸時改良ヲ加へ
多年欲望スル彼岸ニ達シ興論ノ代表者タルヲ得バ豈啻ニ佐州ノ幸ノミナランヤ 是レ本社ノ此ノ挙ニ於
ケル目的ナリ其レ勉メザル可ンヤ
伏テ望ム江南湖北有志ノ諸彦我輩ト同感ナラバ下ニ掲グル所ノ仮規約ヲ一覧シ速ニ入社アランコトヲ、
今ヤ創設ニ係リ規約方法未ダ尽サザルモノ尠シトセズ、基礎確立百折不抜ノ精神ヲ継持スルガ如キハ一
ニ公衆共同ノ力ニ依ル至懇至欽ニ堪ヘズ
明治十七年四月

佐州新聞社創立人
高橋又三郎（河原田）

石塚甚吾（石田）

近藤吉左衛門（石田）

齋藤傳十郎（石田）

佐々木俊蔵（新町）

児玉茂右衛門（五十里）

山田倬（相川）

若林玄益（夷）

梶井五郎左衛門（小田）風間濤平（小木）

齋藤傳十郎は明治十七年十月三十日、佐渡奉行所廣間役 葵園田中従太郎の名著『佐渡志』の
版権免許を子孫の田中美暢より受けて、五冊本として刊行することにした。
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『仁』（一巻）の巻頭には永山盛輝新潟県知事肉筆版 圓山溟北
序 齋藤一貫（傳十郎）緒言があり、明治十八年三月出版、著者園田中従太郎、編輯者田中美
暢、出版者齋藤傳十郎。
『義』（二巻）には肉筆版、序、緒言などなく、明治十八年三月出版
『禮』（三巻） 出版年月だけが二巻と別の明治十九年四月、出版者は齋藤長三となっている
『智』（四巻）は明治二十二年十月二十五日となって、あとは『禮』と同じである。
『信』
（五巻）の巻尾は西村滄洲（佐渡奉行所役人、明治になり島の青少年を教える）の跋文
と齋藤長三の後記と言うべきものが載っている、また各巻の奥付には田中美暢、齋藤傳
十郎、齋藤長三の印が押してある、定価はすべて一圓八拾銭と書かれている。
明治十年代、二十年代には出版は大変な事業であった。また、それだけ社会的に反響もあって、
販売は好調であったと想像される。自家の荏川文庫には表紙の装幀が異なる二組の『佐渡志』が
あり、初版と再版のものと思われる。
この時代、本莊了寛（旧金井町）が明治十八年に『竹窓日誌』を長岡大橋書房で刊行したが、
佐渡の識者から「本莊さんは本を出した」と長く言い伝えられていた。著述を持つ人への、ひと
つの偉業を成し遂げたという敬意の気持ちからであろう。いずれにしても、明治の時代、印刷の
その地方に及ぼす影響は今日からは想像出来ないほど大きかった。

明治十八年十一月二十七日、傳十郎は百余日の闘病後に死去した。四十三歳九ヶ月であった。
父傳十郎の死去によって二十歳の若年ながら活版印刷所を継承した長三は、家政の整理に苦しみ
ながらも、『佐渡志』の書写や印刷の校正などを西村滄洲や矢田求に依頼する間に、自らも文筆
に関する知識を蓄えていった。
彼は明治十二年に河原田小学校下等全科卒業後、矢田求、石塚東平等の私立幹和夜学校、同じ
く直率会、汲古会などで学び、その機関誌を計画していった。
「齋藤長三履歴書」は直率会、汲古会などについて次の様に触れている。

明治二十年十月二十一日、養気会ヲ起ス
拙者一日石塚東平、鞍立浩両氏ト会合の折、詩歌ノ研究講義演説錬磨、傍ラ幾何ノ酒肴ヲ供ヘテ小宴ヲ
開キ意志ヲ慰メ以テ不善ノ散財を防グノ料トナシ且ツ傍ラ村内ノ弊習陋風ヲ洗濯スル目的ヲ以テ、前ノ
二会ヲ解散シ新タニ一会ヲ設ケンコトヲ謀リ矢田求、本間敬太郎其他ノ諸氏ノ賛成ヲ得テ養気会ヲ創設
セリ
明治二十三年六月ヨリ養気会誌ヲ編輯シ第一号ヨリ第十一号迄ハ筆耕ニテ会員回覧スルコトトセシガ
二十三年二月第十二号ヨリ印刷ニ付シ会員其他一般ノ衆庶ニ領スルコトトセリ
二十四年三月十日文学及歴史ノ学術ニ関スル事項ヲ掲載スル学術雑誌トシテ廣ク販売セント企テ同月二
十五日 内務大臣西郷従道ヨリ編輯者矢田求 発行者齋藤長三として出版並手続者省略願ノ認可ヲ得、六
月十七日ニ至りテハ逓信大臣後藤象二郎ヨリ第三種郵便物トシテ逓送スルコトヲ認可サレタリシモ、二
十五年七月、
『北斗』ト改題セシヲ以テ養気会誌ハ第三十六号ヲ以テ廃刊トナレリ
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養気会ハ始メ自村ノ人ノミ団体トナリシモ後ニハ殆ド全国的ニ会員ヲ得テ会誌モ百部近ク発行セルガ是
レ拙者ガ活版業ヲ営ミ居リシ為メナリシ
猶 同会ニテハ曽テ、自由民権ヲ唱へ同会請願ニ加盟シ名声隆々タリシ羽生郁次郎氏（後 姓ヲ鵜飼ト云
フ）ヲ招聘シテ演説会ヲ開キシガ佐渡ニ於ケル演説会ノ嚆矢でアラウト思フ
因ミニ同会規約中一風変リタルモノダケヲ左ニ抜粋ス
第一条

本会ノ主旨ハ同志相団欒シテ各自ノ思想ヲ談論シ傍ラ良飲滋食ノ媒ニ依リ、平生ノ悒鬱ヲ散遣
シ互ニ相裨補シ相親睦シ不覇独拔ノ気象ヲ養成シテ天下ノ先覚者トナリ務メテ社会ノ弊習陋
風ヲ洗浄スルニ在ルモノトス

第六条

同会ハ会員各自奮励シテ講談・演説・討論等ヲ為シ全会ノ浩気ヲ振起擴張スルヲ得ザルベシ

第十二条 本会ハ小□ヲ開クタメ毎会醇酒一升半良鶏一双若クハ美牛二斤ヲ購ジ置ク
但シ鶏牛共ニ欠乏ノ際ニハ魚肉或ハ他鳥類ヲ購フベシ
第十六条 本会員ハ総テ社会ノ利害ヲ考察シ及我ガ傍近村内ノ得失ヲ見聞シタル其意見ヲ
全会ニ諮リ全会の惣代トシテ幹事ハ其補綴ノ任ニ當リ戸長役場或ハ町村議員惣代等ト謀リテ
忠告スルモノトス

『養気会誌』は佐渡高校同窓会「舟崎文庫」に、明治二十四年四月の十五号、五月の十六号、
七月の十七、十八号、九月の十九、二十号が収蔵されているが、二段体裁で編輯人 矢田求、発
行人兼印刷人 齋藤長三、発行所 養気会となっている。
十五号には「佐渡国勢一班 齋藤長三」などが載っているが、明治二十六年五月発行の『北斗』
三十一号には「佐渡国勢一班の断り 無散香史（長三の雅号）
」と内容が続いており、
『養気会誌』
から『北斗』へと編集の継続性を示している。
『北斗』は三十号から廃刊号の三十七号（明治二十七年一月三十一日付）までの七回刊行して
いる。発行所も三十三号迄は養気会としている。
『養気会誌』も『北斗』も残存冊数が少なく、全貌は判らないが、養気会系の団体も最初は石
田村、鍛冶町付近の有志の集まりであったが、明治二十年十一月二十三日に『北溟雑誌』
（持主 茅
原鉄蔵、編輯人 生田裕、印刷人 齋藤長三）が刊行を開始し、明治二十六年八月の六十九号迄を
齋藤活版所が印刷する間に、養気会系の団体も鍛冶町有志の枠から範囲を全島に拡大して行った
結果、『養気会誌』を『北斗』と改題し、更に投稿者と読者を拡げたと推測される。
『北溟雑誌』
による島内各所と、長三をはじめとする養気会系の人々との交流から、彼等の投稿を受け入れる
事を意図して改題したとも云えるだろう。
例えば、
『北斗』三十一号には「在内浦 川上賢吉」の署名で川上喚涛が「管内地誌編纂尽力者
ニ忠告ス」と、
『北斗』の読後感想を寄せている。また三十三号には「順徳天皇御遺跡捜索之記」
、
三十五号には「高力郡長ニ望ム」など、論説、寄書、雑録、史論、文苑、雑録などの項目は『北
溟雑誌』と同じ形式となっている。
この稿では『養気会誌』
『北斗』と『北溟雑誌』を比較する事がかなわず、執筆者等との重複
等について論考していない。しかし、この時代の人々が熱く、向学の意気に燃えていたことは、
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これらの雑誌から偲ぶ事ができる。また、各方面から資金的な援助も為されており、
『北斗』三
十五号の「養気会広告」には、近藤吉左衛門、渡辺栄太郎、齋藤長三、山本萬平、名畑斌などの
寄附者氏名が掲載されており、石田、鍛冶町の両地域に物心両面の応援者がいた事が、これらの
雑誌が継続した原動力となっていたと思われる。
『北斗』は明治二十六年十一月に三十六号を出したが、内務省から発行停止を指示された。
この事について、『二宮村誌』には、
「（明治）二十六年十一月二十二日、内務大臣より発行禁止を命ぜられ、中止した。
爰に於て十二月九日、北斗館楼上に於て、
『北斗』の送葬式を執行せしに、郡内各学会を代表
して会葬せる三十余名、之れに養気会員を加へて、八十余名の会合にて弔辞、弔文、演説、
弔詩、弔歌等あり盛会であった。
」とある。そして、二十七年一月三日に発行所北斗館（住所：
石田五十二番地）で廃刊号を出した。
長三は『北斗廃刊之顛末』に以下の撰文を掲載し、創刊から廃刊への顛末を説明している。

北斗廃刊之顛末

無散香史 撰

長 短 子

閲

北斗ハ養気會ノ機関雑誌ニシテ其附属北斗館ヨリ発行セシモノナリ 号ヲ重ヌル三十有六ニシテ明治二
十六年十一月二十九日 俄然内務大臣ヨリ出版禁止セラレタリ 依テ北斗ノ始メテ社會ニ顕ハレシヨリ廃
刊ニ至リシマデヲ略記シテ同好ノ志ニ頒ツト云爾
明治二十一年十月二十一日、石塚東平、鞍立浩、齋藤長三ノ三氏主唱者トナリ養気會ヲ雑太郡貳宮村大
字石田ニ設ク矢田求、本間保徳、其他ノ諸氏仝意ヲ以テ加盟シ毎月一回會合シテ講義、演説、談話等ヲ
ナシ且ツ幾何ノ酒肴ヲ供シテ意志ヲ慰メ以テ不善ノ散財ヲ防グノ料トナシ且ツ併セテ村内ノ弊風陋習ヲ
洗濯スルニ汲々タリキ延テ明治二十三年六月十四日ノ會合ニ於テ本會ノ機関トシテ會誌を編輯シ各自ノ
演説筆記或ハ文章等ヲ掲載シテ相互換智矯風ノ具トナサン事ヲ議シ始メテ養気會誌ト称スル一雑誌ヲ編
輯スル事トナセリ 然レドモ当時は創立日尚ホ浅クシテ會務整頓ノ緒ニ就カズ随テ経済ノ免サザル所ア
ルヲ以テ当分ノ内ハ會誌ヲ筆記シテ會員廻覧スルコトトシ第一号ヨリ第十一号ニ及ビヌ
二十三年十二月十五日ノ集會ニ於テ始メテ會誌ヲ印刷ニ付シ一般衆庶ニ頒布スルコトヲ議決シ即チ第十
二号及ビ十三号を刷行セリ

二十四年に至って、内務大臣の認可を得て会誌を広く販売する事になり、内容を文学及び歴史
の学術に関する内容と規定して願書を出し、許可を得た。
以後、発行の目的を学術時事の事項を報道論議し、広く公衆に販売する事として、誌名を「北
斗」とし、発行所を齋藤活版所として、明治二十五年八月に許可を得ている

夫ヨリ第三十五号迄ハ支障モナカリシガ三十五号発行ノ後二十六年十月二十八日 突然相川警察署ヨリ
発行者鞍立富三氏ニ對シ北斗発行ノ義ニ付尋ヌル次第有之来ル三十日出頭スベキ旨ノ通達ヲ得タルヲ以
テ鞍立氏ハ当日出署セシニ署長加藤警部ハ実ニ左ノ注意ヲ為シタリ
北斗第三十五号ヲ閲スルニ其掲載セル事項学術ノ範囲ヲ超越シタリ北斗ハ学術雑誌トシテ発行スル
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者ナレバ学術以外即チ社会ノ時事政治等ニ就キ是非曲直ヲ弁明スベカラズ 若シ弁明セント欲セバ宜
シク保証金ヲ出ス方可ナラン又掲載ノ範囲ニ就テハ内務省ノ許可アリト雖モ其許可ヲ得タルハ明治
二十六年四月即チ現行出版法発令以前ノ事ナレバ仮令行政ノ事項掲載ノ許可アリトスルモ無効ナリ
必ズヤ現行法律ヲ遵奉セザルヲ得ズ 然ルニ強テ掲載セントナラバ警察ノ職権ヲ以テ告発セザルヲ得
ズ云々

北斗第三十五号に掲載された記事のなかで、警察署長より学術の範囲外とされたものは、
「高力郡長ニ望ム」と題した島内教育の普及を望む論文、
「今日ノ地方官吏ハ立憲的制度ニ適応
セズ」と題した論説、などであった。
北斗第三十六号が発行された後、巡査が北斗館を訪ねて、鞍立が不在だったため長三に県知事
からの出版差止めを内容とする達書を渡し、三十六号の未販売分を押収した。
長三は北斗送葬式の様子についても書いている。

十二月九日午後十時ヨリ北斗館楼上ニ於テ北斗ノ送葬式ヲ挙行セリ今其順序ヲ記サンニ場ノ中央ニ檀ヲ
築キ北斗大博士之霊ト大書セル掛物ヲ掲ゲ酒肴ヲ供へ来賓、役員、館員ノ席ヲ設ケタリ 来會者ハ館員五
十余名来賓三十余名及ビ見物人等ニシテ廣漠タル楼上モ為メニ立錐ノ余地ナシ頓テ祭主本間豊氏祭文ヲ
朗読シ発行者鞍立富三氏北斗ノ経歴ヲ演述シ次ニ館員齋藤長三氏ハ来賓、館員、及各地ヨリ到来ラル弔
詞文詩歌ヲ朗読シ来賓高橋復二郎、金刺操、山田策一諸氏ノ弔詞、演説等アリ終リニ館員本間保徳氏一
場ノ演説ヲナシ是ニテ式全ク結了シタルヲ以テ霊柩ヲ水葬スルコトトナシ出館シタリ、其途中ノ体裁ハ
提灯、高張、作花、銘旗、等順序正シク整列シ数名ノ神官ヲ雇フテ音楽ヲ奏セシメ石田川鍛冶町橋上ニ
至リ齋藤長三氏ハ霊柩ニ対シ導詞ヲ授ケテ水葬シタリキ斯テ館楼上ニ於テ弔宴ヲ開キ来會者諸氏ヲ饗応
シタリ席上ニハ慷慨悲憤ナル数番及ノ演説時事ノ談話等アリテ退散セシハ時針正ニ十二時ヲ報ズル頃ナ
リシガ橋上ニテ導詞ヲ授クルノ時ハ見物人意外ニ多ク一時ハ通行人ヲ断ツ位ニテ実ニ非常ノ盛式ニアリ
タリキ

明治二十年から始まった養気会が、二十二年の第一号から二十七年の廃刊まで、最初は筆耕で、
途中印刷物として刊行した『養気会誌』と『北斗』を含め、活動の中心となったのは、後年、近
くの旧制佐渡中学校（現 佐渡高等学校）に教師として勤務した矢田求であった。その広汎にし
て精力的な活動は、彼の居住地域は勿論、島内の青年達の向学に対する熱気を盛り上げたと思わ
れる。
矢田はこの地の中原神社神主の家に万延元年に生まれ、中山立恭、圓山溟北につき漢学を修め、
明治十二年、相川小学師範科傳習所に学び、教科教員検定により明治十二年河原田小学校授業生
となる。明治十六年皇典講究所に学び、小学校訓導となり、明治二十二年には二宮小学校校長と
なった。後に明治三十年文部省中等学校教員国語科検定試験に合格し、新潟県立佐渡中学校教諭
に任ぜられ、大正八年に退職と云う経歴を持っている。著書も『佐渡方言集』『佐渡神社誌』な
ど多数あり、学識徳行、博覧強記というべき人物で、この時代の地元青年達への影響は特に大き
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く、長三の齋藤活版所が行った文化出版へも支持者、後見人的役割を永く果たした。

『北斗』は廃刊になったが、長三の文化的刊行に対する意欲は止まらず、明治二十七年に『佐
渡三郡町村統計明鑑 全』を纏め、翌年八月に出版している。雑太郡二十ヶ村、加茂郡二十ヶ村
と組合、羽茂郡十四ヶ村の戸数、人口、段別地価、官庁、神社、仏閣、雑件、牛馬、舟車、物産
についての統計があって便利なものである。これは山本修之助編・佐渡叢書九巻に収めてある。
また、『二宮村誌』によると明治二十四年八月に真光寺の本間重平の発起、矢田求、齋藤長三
の

等の賛助で『佐渡迺土』なる雑誌が四号迄出版され、舟崎文庫に収蔵されている。
前述の「齋藤長三履歴書」によると、
『佐渡史林』は明治二十八年十月に創刊されている。
創刊号は長三の趣旨書と史談として越後長岡発行の『越之寄文』（雑誌）の『佐渡国之事』の
転載や「星下りの梅の事」
「吉田松陰佐渡へ渡海之事」「佐渡ニ能楽ノ盛ナリシ由縁」「佐渡鮑製
造海外輸出の沿革」など文章も多いが、二号以後は佐渡の史書の複刻にかなりの頁をとっている
ため記事は少ない。
因みに舟崎文庫所蔵の『佐渡名勝志』原本巻四の奥付裏に「齋藤活版所」の印をみることが出
来るが、長三が複刻のために借用した時に誤って付けたものであろう。

『佐渡史林』は齋藤長三が自ら筆写した佐渡の史料をひとつづつ印刷し、高価となる製本はせ
ず、毎月頒布する史料を読者が綴じて完結し一本にする方法は、この本の普及に役だったであろ
う。私の祖父 半蔵が購入し所蔵していたものは、
『佐渡史林』一号から昭和七年二月五日刊行の
十六号迄である。なお、佐渡史林で複刻された史書には、
「真野山皇陵記」
「佐渡年代記一から六」
「天保佐渡文藝集」
「いか栗」
「鼠草紙 全」「佐渡四民風俗 上、下」
「怪談藻塩草」
「上杉景勝佐
渡軍記」
「鄙廼手振 全」などである。「鄙廼手振」は好評であったのか、別の厚表紙を付けた和
綴の冊もある。
『佐渡史林』は佐渡の人々の歴史認識高揚に大変役立った。それは明治三十二年に到り、明治
十年代後半から二十年代始めに刊行した『佐渡志』五巻本を改めて、上下巻として再版している
ことからも察せられる。こうして、史学雑誌の潮流は昭和初年の『佐渡史苑』に、更に戦後に創
刊された『佐渡史学』へと、形態は変わっても継承されてきたと考えられる。

以下に、長三が自身の履歴書に記述した『佐渡史林』についての記述と、史林誌上の広告を挙
げる。
一、 明治二十八年十月佐渡史林ヲ発行ス
拙者ハ若年ノ頃ヨリ佐渡ノ書籍ヲ集ムルコトニ熱注シ仮リ受ケテ謄写セルモノハ佐渡年代記、佐渡風
土記、佐渡名勝志、佐渡國志稿本、佐渡軍記、久知軍記、上杉景勝佐渡軍記、佐渡四民風俗、真野山
皇陵記、順徳天皇御遺跡捜索之記、佐渡一國騒動記、藻塩草、いか栗、ひなのてふり、鼠草紙、天保
文藝集ヲ始メ古人ノ著書遺稿ハ勿論 神社寺院ノ由緒縁起其他正史ニアル佐渡ノ事柄ハ大小トナク又
碑史小説ノ根拠ナキ妄説ナリト知リナガラモ佐渡ニ関シタル事柄或ハ口碑伝説ノ如キ総テ見聞セル
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モノハ必ズ之ヲ謄写シ書留メ置キタルモノ多カリシモ之レヲ一時ニ印刷スルコトハ経費ノ関係モア
リテ出版スル拙者モ又購買セラルヽ人モ困難ナルベクト思ヒ爰ニ毎月刊行ノ雑誌体ニナサバ双方便
利ナルヘキヲ考へ佐渡史林トシテ毎月一回ノ日本半紙ニテ毎号数種ノ書籍ヲ若干ヅヽ刷リ交へ他日
各一冊ノ書籍トナシ得ル様ニ印刷セシモノナルガ已ニ完結セルモノハ［以下不明］

広

告

小生今般、萩野、本莊、風間、川上、玉置、矢田、美濃部、味方、森、諸君の賛成を得
佐渡史林と称する歴史的雑誌を発行せんと欲す。其目的は佐州古今の歴史類及び國人の著書遺稿等を
捜索して順次出版し民間筺底に蠧魚の餌となり居る者を廣く社會に公にし一は國人永年の希望を全
くし一は筺底に呻吟し居りたりし無辜を史書として満足を得せしめんとするにあり規則の大要は左
に掲ぐ希くは有志者愛読されんことを
明治二十八年八月八日

雑太郡二宮村齋藤活版所内
史林雑誌社

発起人

齋

藤

長

三

一、本誌に登載する書目は佐渡風土記、佐渡國四民風俗、佐渡事略其他数十種にして上等半紙を用ひ
何れも完尾に至りては改綴して各一部となすを得る様に印刷し毎号二十五枚以上とす
一、本誌は一部金十銭六部前金五十五銭十二部前金一圓〇五銭にして外に郵送に係るものは一部二銭
の郵税を申受け総て前金に非ざれば発送せず
一、本社の事業を翼賛し裨益を與へらるヽものを賛成員とし一時金五圓以上の資金を拠出せらるヽ
ものを社員とし共に毎号無代価にて送呈す
一、本州の古書類及び故事史話等を送付さるヽものは実費若くは報酬を呈し或は前項賛成員の待遇
をなすことあるべし
一、本州の名所旧跡に関する詩歌連俳文章等は毎月本誌に広告して古今人を問はず募集し本誌に登
載す
一、郵便切手代用を謝絶す止むを得ざるときは一割増しとす
一、本社に對する用向は切手又ははがき封入にあらざれば回答なさざることあるべし
●

本年十月十日第一号発刊す 故に可成 九月十五日迄に御申込を乞ふ

２ 齋藤家について
齋藤長三家は、齋藤八右衛門家の分家で、傳七という。
八右衛門家は、江戸初期に西三川（旧真野町）金山笹川から鍛冶町に来たが、現在八右衛門家は
絶家して後はない。
鍛冶町は石田地内に慶長十九年、八幡の妹尾小路沖から石塚甚五右衛門が移り住み、また慶長
八年に佐渡奉行大久保長安に随行して来島した中村清助が一国鍛冶頭取を命ぜられて、ここに住
んだために鍛冶職が集まり、自然と鍛冶町と呼ばれる様になった。この頃が草創と云われる。長
三も八右衛門家について、調べたが判らなかったとしているが、西三川砂金山のある笹川十八枚
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村からであるから、鑛山採掘の道具を作る鍛冶職であったであろうか。
長三が記す傳七家の当主の系譜を記す。
（長三以降は生年、没年等を省略する）
初代 傳七

寛文七年 生

宝暦二年

死去

八十六歳

二代 傳七

享保七年 生

天明四年

死去

六十三歳

三代 傳七

寛延二年 生

天保二年

死去

八十三歳

四代 傳七

天明四年 生

嘉永二年

死去

六十六歳

五代 傳七

文化三年 生

元治元年

死去

五十九歳

六代 傳十郎 天保十三年生

明治十八年 死去

四十三歳

七代 長三

昭和十九年 死去

七十八歳

慶応二年 生

八代 傳財門

九代

良二郎

十代

文夫

現当主

千葉県在住

江戸時代の傳七家については詳しく判らないが、鍛冶町の草創の石塚家、中村家との婚姻関係
も頻繁で、鍛冶町の有力家であった。
『二宮村志』に矢田求は四代の傳七について以下の様に書いている。
四代目齋藤傳七は、俳諧を好み「上風」と号す。弘化二年 奥州の鬼風が佐渡に来た時、佐渡
み

や

げ

の俳人の俳句を集めた『佐渡美夜介』に
夕暮や招くすすきに船は行く
う や むやしゅう

が載っている。また、嘉永三年の鬼風編『有也無耶集』には、辞世二句が載っている。
かたみ

孫の児に 筐 なりけり梅さくら
死ぬる身の人なつかしやおぼろ月
その頃、酒造を営み、豊かであったため、子女の縁家または分家に相当の土地金品を与えたも
のと思われ、その証文が残っている。また、文化十三年以来三カ年、文政十三年以来三カ年、石
うるう

田村名主を勤め、天保九年 閏 四月 巡検使廣木茂太郎、御料巡検使木下内記 当国巡回の時の案
内役を勤めた。

長三自身については、「齋藤長三履歴」など本書他稿を参照頂きたいが、ここでは、長三が生
涯に渡って、政治的な提携が絶える事がなかった山本悌二郎との事、そして彼の後裔達について
述べるが、結果、幾分私的な事柄に渡るがご容赦願いたい。
編者が「佐渡政党史稿」解題、複刻の経緯の稿で、彼岸の佐渡、長三旧宅で、後裔文夫氏から
譲り受け 珠のようにして持ち帰った、と書いている「履歴書」の冒頭には、長三自らが仏壇に
詣る死没した先人達の氏名、享年、没年、戒名などの一覧が掲げられている。
齋藤家に係わる人の他には、能楽の師 本間令桑、政治家としては、山本悌二郎、本間一松、
高橋元吉がいる。なかでも山本悌二郎は長三が生涯に渡って強い絆で結ばれていた。
山本悌二郎は昭和十二年十二月十四日、六十八歳で脳溢血のために急死、同十七日の東京・青
山斎場に於ける葬儀に、立憲政友会佐渡倶楽部代表として、並み居る国中の名士達を前に弔辞を
捧げる長三の姿は、哀悼と名誉が半ばしていたに違いない。
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弔

詞

佐渡政友倶楽部は茲に謹んで総裁従二位勲一等山本悌二郎先生の薨去を悼み恭しく敬弔の意を捧ぐ 先生
少壮にして志を経世に致し衆望を荷ひて衆議院議員たること十二期前後 実に三十年を超えその博識達見
と高潔なる人格は政界の仰望する処にして臺閣の班に列すること二回 郷党以て甚だ誇りとなす 我が政友
倶楽部は常に先生を中心となし先生の指導によりて能く今日の大をなす全党員の先生を見ること其の師父
に優れるものありとなす まことに故なきに非ず
今や先生の薨去に際し悲痛更に盡くる処なし 然れども先生の精神は全党員の心胸深く徹し郷党の父兄子
弟は良くその感化に副ひ永く其の教を失はざらんことを期す 希くは以て冥せられんことを
昭和十二年十二月十七日

立憲政友會佐渡倶楽部

急な死を迎えた時、悌二郎は二期農林大臣を勤め政界の重鎮に迄登り詰めていたが、弔辞を読
む長三の脳裏には、明治三十四年 三十一歳の台湾製糖 支配人であった若き悌二郎を本間一松等
と政界に勧誘し、明治三十七年の衆議院議員選挙に初当選以来、選挙ごとに奔走を繰り返して来
た日々が甦った事であろう。悌二郎のための奔走は、長三の人生そのものと云っても過言ではな
かった。
私の父山本修之助、その弟 山本成之助は、
「叔父さん」と呼んで悌二郎を慕い、特に東京在住
であった成之助は晩年の悌二郎の自宅に度々訪問して、縁を深めていたという。
悌二郎は真野新町 山本清九郎を先祖とする私の家系に生まれ、新町の小木街道沿いの隣家に
居住し、私の祖父 半蔵が四・五歳年長であったが、共に佐渡の碩学 圓山溟北に学んだ。
半蔵は幼少の頃に実父を亡くしたため、悌二郎の父 山本 桂の影響が強く、悌二郎とは兄弟の
様に育った。従い、私も悌二郎の人となりは、多く伝え聞いているが、
「佐渡政党史稿」を読ん
で改めて、悌二郎とその時代の政治情勢、彼の対抗者達について認識を新たにした。
長三の長男 傳財門は悌二郎の推薦で南満州鉄道に勤め、妻に鍛冶町の酒造業 山本萬平 三女
ユキを娶っている。長三の二男 一雄は文学を志し文芸誌『拍車』の発行などを手掛けるが、昭
和六年一月十九日、二十二歳で早世し、長三は悲歎の涙にくれている。傳財門は敗戦後満州から
鍛冶町の自宅に帰った。傳財門には二男三女がいたが、二男は早世し、長女恵美子に旧小木町堂
釜の金子姓であった教員 良二郎を入婿として迎え、二男一女をもうけ、現在その長男 文夫が千
葉県で教員となっているが、鍛冶町の長三旧宅は住むひとはいない。
私の妻 雅子が、山本萬平を襲名した上述ユキの弟の娘であることから、当時三歳であった妻
は長三の葬儀、納棺に記憶があると云う。良二郎は羽茂高校、相川高校校長を勤めたが、私も子
供等を連れて鍛冶町の家を訪ね、彼と囲碁を囲んだ事もあった。
妻との縁によって関わりを持った齋藤家の父祖が生んだ、生粋の地方政治家、文化的活動家で
あった長三が、彼の晩年の集大成と云える「佐渡政党史稿」の複刻に依って、多方向からの再評
価を受けるであろう事は喜ばしい。
彼は『佐渡政党史稿』刊行の後、近代の事項を含めた『長三編 佐渡史』の刊行を準備してお
り、長三文庫には十四冊からなる 「佐渡史 稿本」が残されているという。
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この事を含め、長三は地方政治に没入した壮年期以降も、生涯を通じて『佐渡史林』等の歴史
書刊行を忘れておらず、生涯を通じて活字による文化活動と、佐渡政友倶楽部と悌二郎を支える
政治活動を、共々戦闘的に行い続けた人物であった。山本悌二郎も、その舞台と規模こそ違え 少
年の折から、その生涯を極めて戦闘的に生きた人物であった。
悌二郎と長三の結びつきを第三者的ではなく、二人の共通の身内として、ここに紹介する事の
出来た自分自身の立場を、この世の不思議な配剤とも感じている。
（ 『佐渡郷土文化』 主宰 ）
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