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父藤村信吉のこと

北海道水産事業に功績のあった父藤村

信吉のことについて，何か書くようにと

のご依頼を受けたのですが，正直なとこ

ろ，父は何も自慢めいた話をしたり，そ

の記録を残したりしてありませんので，

お恥しいことながら，はたと当惑してし

まったのです。

私自身すでに孫が 3人もいる次第です

からきその私の父となると，ただいま存命

しておりますならば実に96歳これをお読

みになる大多数の方がたには，あまりに

遠い昔話になりピンと感じられないこと

と存じます。しかし今日は昨日あって在

るものです。今日を作ったものは，その前

の時代ですから，次の感想文みたいなよ

うなものを記して見ることにしました。

ただ，父は北海道の水産に尽した人と

して小樽神社に杷られてもいます。また

先年私の手許に水産庁から手紙とともに

立派な花瓶が送られて来ました。これも

父の功績を表わしたものとのことでした

のに，私自身あまり書けないことが残念

なのです。

父は文久 3年 (1863年)和歌山に生ま

れました。家は御殿医か何かであったよ

うです。ただいまでもそのころ医者が使

った引出しの沢山ある箱が私の家に伝わ

っています。

そこで明治12年には償浜に出て来てお

りました。そして，現今わが国で行なわ

れているヘボン式ローマ字を作ったヘボ

藤村信次

ン氏に学んだらしいです。ただし， い

わぽ苦学生としてのようでした。それか

ら横浜税関に在職しました。このころパ

ラーという外人の家にも出入していたら

しいて、す。後年趨味となった音楽も， こ

の人から習ったのではないかと思川、ま

す。その証拠として考えられることは，

ずっと後の話となりますが，私が中学生

のころでしたか，楽譜に記入されてある

シャープ記号事とフラット記号bの数で

ト調とかへ調とかが定まることは皆さん

ご承知のことですが，その数がシャープ

の場合一つから四つまでト調 (G) ニ調

(D) イ調 (A) ホ調 (E) となります。

すなわちトニイホ，つまり GDAEとな

ります。同様にフラットの場合FBEA

となりますが， これを覚えるのに，父は

God deluged a11 earth (神は全地を洪

水にし給いぬ)とし、う聖書の句と Fa-

ther B (パラー)eats apple (ノミラー(人

名)父さんは林拾を食べる)という文句

で覚えるよう教わりました。これで，父

のキリスト教信者となった遠因や，時折

口にしていましたノくヲーの塾ということ

がうなずけるわけです。こうして英会話

にも上達したので、しよう。

やがて明治15年には北海道札幌に行っ

ております。当H寺のことですから随分交

通も不便であったでしょう。そしてただ

いまの，北海道大学の前身である，札幌

農学校に入学しましたの農学校が始まっ
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て間もなくの時です。ですから内村鑑三

氏とか新渡辺稲造氏とかともごく親しか

ったわげで、す。そして熱心なクリスチア

ソになったので、す。

札幌県学1交といえl王， Yf1"lな Boys，

he amhitioLls! CtlIこらよ， 大きなi:{¥み

を.n二てよ)の句を残 Lてアメリカザ¥帰i司

されたぐ、彼のウィリアム・ケラーク氏を

忠、いますが，父も同氏の!岳化を受けたー・

人なのでしょう。ただいま私宅の客間に

11， ケラ

ーケ氏の

111-:1さ26糎

のわ;宵;の

)1旬像が飾

られてい

ます。実

i二，碩印l

i'feとして

ありま

す。

札幌!1~
4下校(I)j交

P7，あの

布才/!な¥f!f，if台のある，その校舎に吋¥l与と

してはJ~ らしいイルミネーシヨン(電

f市)がされた美しい有様を，母に眠いと

ころを起き rlて且に行ったのは， 多分在、

がす、"f:校へ人ったかどうかの時だったで

1ょう山明治lG年には学務委員長と Lて

の写真が残っ ζおりますので，父はこの

ころ北海道庁に勤めていたのでしょうり

22年には伊藤一降氏らと一緒に擁したJタ

真がありますの

H:~ 、こと道庁に在勤して，北尚道のほ

とんと各地を処!ったのです。ただいまな

らノースでのんび f)Uける阿京|司 J公|長|地

帯なども，非常な苦心をして廻ったので

す。アイヌと熊しかいない地方です。そ

して阿寒湖のカパチェップ(姫ます)を

支勿湖へ移したのは父のように思われま

す。あるIf!i会は吹雪の中に倒れ，杖に(、J'い

ていた見:;{[jをかじって技慢して， ヤっと

助げられたこともあったと f供心に凶き

覚えています。とにかく，踏破IllMll州

云々と自作の漢詩を作ったほど，北海道

の山河を馬で廻ったようです。家にはず

っと采馬

靴や馬.n
があった

のをI記憶

していま

すわち糸

で-本主|

や四本針

で靴下そ

の他を編

んだのも

必要にj白

り，!L'C覚

えたこと

でしょう。料J型が好きだったのも矢張そ

うかも知れませんの

その後，たどいまでは飛行場で名を~'1~

l五lに生11られてL、る千歳に，剣の人 IJff化

j坊を品定するのに大変な努力をしたよう

であります。その地を投宿する前の調~.ー

も大変な苦労であったようですれアイヌ

と写したいろいろのアイヌ1"1の，いまは

ない数々の沌の写真が宅にあった待です

が， 見つからないのが残念ですけ

併化i坊が相吋にLI¥米kってから， IJ、L

¥l!j々 連れて行ってJ買いましたの

札l幌から馬様に乗って，鈴を鳴らし℃



月寒を通り，雪の上を行ったことは，昨

日のように心に浮かんで来ます。広い野

原の右左に葉の落ちた樹々にやどり木だ

けがかたまって生えている景色は忘れら

れませんのそこをジングルベルで走るの

です。

卵f化i易での印象も数今ありますが，一

番深く，神秘的とさえ思えるような印象

は次のことです。ある日の夕暮も大分お

f そく佼となったころです。 清い水の流れ

ている千足立 灘

川のほとり

jに建てら〆h

iてある '1'1合

lの窓から，

iずっと下11L

!を父ととも

iに眺めてい

iました。す

?ると遥かな

!る彼)jにポ

ツッと・}，I

i の火が見え

るのです

そのころの

5 この辺のi古

1景は，まったくの無人の境とでもL火、主

iしょうか， この析化l坊が I11 と~と川の 11n

1にl唯一つ存在 Lているばかり，他には t'j

i然以外科I物もないのですのであるのに，

iそこに明滅している川肘し上うかの

; 父は|おや|と思ったらしかったです

iが，私を省みて lあの火を消して見ょう

トか」というのです。やがて父はオーイオ

!ーイと真黒い佼霧にI"Jって咋ひ、かけま L

fこo こんなところですから人の戸でも随

分遠くへ響くものです。するとその不思
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議な火が不思議にパツと消えてしまった

のです。父はあれはアイヌが密漁してい

たのだよと説明してくれました。

この辺のことは私の恐らく小学校時代

のことですが，夜、の'1'学時代になるころ

でしたか，父は札幌に校合の在ったノドF正

予校に関係しまし 7こ() 2， :3年か経って

校長になったと記憶しています。そこか

ら(あるいは同代的に逆かも知れません

が)小樽の高島の水産試験場長となり支

のころとなります円

した。そ L

て欧米，村

に北欧に出

張したのは

明治40王子こ

ろですわ Ti、
宅には明治

40年にへル

リンで， 41 

>f-ボルチモ

ア公園で顕

した二立ぞの

'ぅ:真があり

Eずc これ

は在、のl十"下

校の初年級

')'1日半iJj後幾11'-になり主すか，小降の!j(伴:

学校の校長と仕 1)，作年まで長い間在職

していたのです。 最初白七は札幌で，ア

イヌ研究で釘i'iなノミチエラ--t¥;''(とすぐ、

近くであり主 Lたη その後小降へ家紋も

移ったのですが，夜、は第一向等学校へ入

予しましたので l二京 l，小榊へl土夏休ヱえ

にザi'lill'!'iするだけでし た

ili'1平日の初め， 父(主小問を引き払って，

!:fr~j(，古祥寺の私宅へ吋とともに移り，
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後別宅に移りましたη しました。病中も決して嫌な顔をしたり

取り乱したようなことは一度もありませ

んでした。広い趣味に生き，高ぶらすJ
ほんとうにできた人物でありましたの父

が書きました額の文字， 寸i白聖心，の

心境を常に持っていた九でしたの基地は

札幌市外のl龍平ですれ

東京での生活は，いたってのんびりと

漢詩を作ったり，書(字)を勉強したり，

自転車に乗ったり，碁を打ったりしてい

主したのしかし昭和7イ下ころから直腸癌

を病L 、，見ていても非~f~;vこ気の毒な生活

をしましたのついに闘病 5年，昭和12年

(1937年) 4月30Fl74歳で古祥寺にて没

編者補遺

本稿は既に昭和34年に{言次氏からいただいたものであるが，

事項，写冥なども含めて集大成しようと思い心ならずも掲載が

遅れて Lまったものである内しかしなかなかに果し得そうもな

いため本号に掲載し本意は他日を期したいと思う次第である内

本稿のほか信次氏からはなお他にも興味あるお手紙をいただ

いており，私の知lっていることもあるので次に述べておく門

1) 写真の 1枚は千歳瞬化場付近の千歳川で年代は明治則であ

ろう門アイヌと丸木舟がみえているn 他の l枚は信吉rc:とそ
の揮乏で，こうした大文字は好んで書いており，他にも写真

が残っている門

2) 信次氏の手紙によれば，母堂のことについて次のようにの

べているの

il手との結婚の時期はわかりませんが，i手はお茶の水の女子

高等師範学校の第 1[司の卒業生ですの当時習った代数などの

日本紙に毛筆で書いた綴本が残っています内米人の著で明治

8"fo発行の筆算摘要などという古書は教科書にIiJ¥ 、たものな

のでしょう η その後アメリカへ行きましたがその期間などは

わかりませんの札幌では北星女学校で教えたらしく，校長で

しょうかスミスさんという人と親しかったようです。」

3) 遺族には信次氏のほかに弟の馨氏がおり，横浜の冷蔵会社

に勤務している内信次氏のことは前にもふれたが，評 11紹介

という意味で次にのべておく内

藤村信次 東京都武蔵野市吉祥寺 784引{i:ハ

明治27年札幌で出生，札幌師範附属小乍校卒，札幌'11'芋，

第 1高等学校を経て，東京帝大m学部物理学科を卒業η 松

本高校，東京女子高等師範学校教授を経，現在昭和医科大

半教授内

く秋庭〉




