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その生い立ち

クラーク先生の直弟子である札幌農学

校第一i羽生の中で，ジョン K伊藤〔二期

生の中lと伊!主主姓の*が二名あったので斯

く r~子ぷ〕と呼ばれた伊藤一隆は同期生中

の花形であったが， チヤキチヤキの江戸

つ子で，幕末江戸において名代の土建業

者で，黒舶にそなえて松山藩が神奈川に

台場建設を命ぜられた際その工事を請負

たり，明治初年東京横浜間の鉄道敷設工

事が企画された際八ツ山下から新橋まで

の築堤工事を請負ったりした平野禰十郎

の三男として，安政6年九月1"日東京

芝同町の邸においてH¥々 した。その当時

父の蝋十'l~ßは勝安房の指抑を受けながら

松山務が幕命によって神奈川に築造中で

あった台場の工事を請負い相当の利潤を

得た，そ乙で松UI誠によって徳を得たと

いう立味で生れ出た三男を徳松と名づけ

t:.。
)y.員十却の実家jま元来幕l立で，北条氏康

の恒伊東併l信(後伊藤と改む〕の後/伝で

祖父伊)燦 i<;I¥fttrf門ーJE武は凡と不手口を醸し

て武州川寄ギr':fこ帰農した。その孫である

蝋十却は若くして平野屋という|商家の養

子に望まれて平野姓を名乗るようになり

嘉永 5年歳 ::;0fこ注するまで京橋方1Mで

鼻紺卸売を専業にしていたが，漸次世相

が変って?ミ・業が思わしくなくなったので

断然自をたたλで芝問町5了目に引き移

り，新l乙薩陛屋敷rH入を願い，鑑札を受

けて土木請負業を開始したのである。平

野屋に主妻子にと望まれた1¥祭，若し男子二

人生れなばその一人に奏家を継がせ，他

の一人は宗家を継がせるという約束であ

たので，明治5年 14歳の時徳松Jま伊藤

姓を名のって名を一隆と改めたが，兄が

~l_-[吐したために一隆は平野家の総師とな

った。

明if;・41''1三8月開拓使顕問として着任し

たホーレス・ケプロンは先ず第ーに函館

を起点としてき主峰jir\f ~ll 札幌に到達する幹

線凶道を開設すべきことを献策したが，

その案が成って愈々開拓使がそれを笑施

する段取となったと乙ろが，何人にその

大工事施工方を;九九せしむべきかが問題

となった。ところが衆目の見るところ開

拓使建築御用述を命じである江戸屈指の

土木業者平野禰十却を除いては，その胆

力といい手腕といい，他にまさる二おなし

ということになり，榎本少判官(武揚〕

のたっての懇望も 7ごし難く，蝋十コ1¥は遂

に栄ゆる庖をCfJぢて開拓使中主典という

職を甘んじて受けねばならぬこととなっ

t:.。



‘その頃米国を視察して帰った黒田長官

は北海道開拓の要は先ず第ーに開拓事業

を指導する位置に立つ人材を教育する学

校を設けることであると感じ，明治5年

芝山内御成門のlまとりに開拓使仮学校を

創設して生徒を公募したが， その際 13

歳になっていた徳松は考査に応じて入学

し，明治8年 3月この学校が札幌に移さ

れて札幌学校と改

着色された際， 校長

調所広丈以下職員

l乙引卒せられ， 同

窓34名l乙伍して

意気昂然と北海道

へ出発した。

開拓使仮学校官

費生徒を仰せっか

った伊藤一隆は，

どういう縁故をた

どったのか，明治7

年の12月25日，

幼弟と幼妹とを引

連れ築地13番に

あった tツシヨン
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きて札幌え着いてからも基督教のこと

は忘れ兼ねていた伊藤一隆は，札幌学校

の教師であったコルウヰンという米人に

教を乞わんとしたところ， I俺は教徒で

ないから駄目Tご」といって伊藤を女学校

の英婦人教師ヂキスに紹介した。爾来彼

は毎日暇ごとにヂキス宅を訪づねて聖書

の講義を聴聞したが，その時の会衆は同

家のコックと女中

と小島という通弁

とそれに伊藤を併

せ た 4名 で あ っ

Tこ。

草深き札幌にか

くして某督教の芽

が自生しつつあっ

Tこところえ， 日月i台

9年 7月函館在留

の宣教師で英国伝

道会社派遣のテー

ング師が乗り込ん

で、来fこ。そして今

日の南 3条西3T

目，当時の檎山通

スクールのクリス一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一りの東北角にあっすス祝祭え出かけ盟国・・・・・・・・圃・・・・・・・圃園田麟た山十旅庖に宿泊

て行ったのそれ以置・・・・圃圃園田園盟醸し，画は聖書や天

来基督教に興味を._-ーーー-ーーー官軍調顕瞳輔路陪科を通行人に

湧かせたものと見 晩年の伊藤一隆 売り，夜になると

えて，現8年の春以来築地ユニ才ン教会 出頭で説教を試みていた。それを聞き知

のフォーlレズ博士の門を叩いて教を乞い った伊藤一隆は，毎日午後テニング師を

自ら英語聖書を求め， 日曜ごとに博士邸 訪うて教を聞いていたが，それを探知し

を訪づれてその講義を聴いていた。同年 た学校当局は，官費生徒でありながら厳

g月札幌へ移った際伊藤はこの聖書を携 禁の耶蘇教に走るとは怪しからぬとて様

:行したのであるが，恐らくはこれが札幌 ノ?な圧迫を加え出した。元来が負けじ魂

L に賓らされた謹書のナンバーワンであつ を持った生粋の江戸つ子である彼伊藤はimろう。 むらむら反抗心を起し よしそれならば
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学校当局を困らせてやろうと，すぐさま

ヂニングの許に飛び込み，自分I乙洗躍を

授けよと強要した。驚いたデニンゲ師は

そのような不遜な心では神様が受け入れ

て下さらぬ，真に罪を悔い改めた者でな

ければ洗鵡は授けられぬと誼きさとし，

伏龍札幌川に沿うた雑木林の中に伊藤を

伴うて祈りかつ語り， もって真の信仰を

求めて見た。しかし伊藤の胸には学校当

局に対する復仇の念が燃えさかるばかり

でや!の手応えもない。かかる青年に洗

日曜を授けねば将来如何なる邪道に陥らん

もil{ljり難しと感じたデニンク'師は函館へ

料る日が迫ったある日のこと伊藤を招き

lーでは致し方ない，望み通り洗櫨を授け

よう」と申し渡して宿の一室でその式を

挙げようとしたら，宿の主人がそれは困

ると苦情を申し:¥'fーてた。室内が悪ければ

それでは路傍でと朱塗の大だらいに水を

後り，街闘で声高く讃美歌を歌い出した

ところが聞きつけた巡査がソレツとばか

りに飛び出して米て式をさしとめた「よ

しょしそれならばこちらにも策がある，

創成橋の向うの教師館に，只今クラーク

博士の一行が到着されたばかりだ，あの

家を借りることにしよう」とて両人は勢

よく教師館に乗り込んだ。時は明治9年

7 J'J ;n [lであった。
ことの願;!zを聞きとつにクラーク先生

は満面l乙笑を堪え 1'1点しい， 自分j主が立

会人になってやろう」とてベンハロー，

ホヰーラーの両教授を侍立させ， デニン

ク♂師を拙じて厳粛な洗i憧式を執行させ
->-
， ~O 

しかも自分達三人を立会人として洗槽式

を行ったことは快心の極で‘あった。とタ

ラーヶ先生は申された由であるが，北海

の良き北に良き僅が播かれていたところ

え良き刈り手が現われたのであって容し

き神の摂理であったといわねばならぬ。

二期生の中でも最も頑強な国家主義者で

あった内村鑑三を神の御前にひざまづか

せたのも伊藤一隆である。札幌独立基督

教会の茶礎を築き上げたのも伊総一隆で

ある， クラーク先生の信仰に活きた伊藤

一隆，これまた忘れ難き存布であった。

禁酒運動の父

クテーク先生は札幌農学校開校式の式

辞において，励声一番生徒に向い，

「諸子はこの学校に入りたる以上，国

家のために重要な位置と!単き信任とま

たそれより出づるところの名替を受く

るために準備努力しなければならぬ，

それがためには常に健康に注意し，食

欲を慎しみ，性欲を制する力を養い，

温11頃と勤勉との習慣をつけ，習わんと

する学術に対しては出来る限りこれを

研賞練磨すべきであるj

と設かれたが， 日本の学生が身を誤る源

は酒と煙草とにあることをilriJ察し，開議

後間もなく禁酒禁煙泣神誓言を禁ずる誓

約交を起草して職員生徒一同の署名を求

め，自ら範を示すために薬用として本国

から携行された簡萄酒の瓶を悉く叩き割

ってしまった。この署名のことあって後

県同長官は先生を招L、て宴を張ったが先

生は頑として酒杯に手を触れず，その故

「札幌えi止を町入れたその討 に，自分 を聞いた開拓伎の高官速は今さらながら

が仰の道を語り伝えようと思うていた生 先生の果断さに驚いたとのことである‘

徒の一人が先んじてわが↑去にとび込み， が，恩師のこの禁酒主義を終生のモツト



ーとして守り続け， . 日本全国に禁酒の旗

風をなびかせたのは伊藤一隆であった。

禁酒運動こそは水産よりも石油よりも

神より与えられた天職と信じて彼は世を

終るまでこの途に遁進したのである。官

命を帯ひ'水産業視察を命ぜられて米国に

出張した伊藤一隆が帰朝するや否や北海

道に旗を醜した北海禁酒会こそは彼が禁

酒運動えの華々しい首途であった。

憲法発布の時であったが， どこかの農

場へ禁酒運動に出かけての戻り道，ふと

見ると札幌の町の入口に「憲法発布祝賀

官民令同大宴会場」と書いた大看板が立

っていた「これは悔しからん，官庁が先

1<:'立って宴会を聞くとは何事Tご」と伊藤

を筆頭に禁酒会の図々が道庁を襲うて長

官をなじり， r遂に大宴会場」を「大祝

賀場」る改めさせたという押話も残って

いるが，北海道を去った伊藤は，明治 30

年安藤太郎，根本Eなどと計つては本禁

酒同盟を組織し，禁酒運動を会国的に推

進させた。

多数の人を集めて禁酒を説く際には先

ずもって餌を与えて喜ばせねばというこ

で，何時何処で習得したものか伊藤は失

にあざやかな手際で手品やって見せた。

松旭費天ー，天勝などが先生先生とあが

めて新しい技を習いに来ていたほどで，

その書荷は奇術の道具がつまっていたし
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覧に入れると」アナウンスした，やおら立

ち上がったジョンはl河内な寝箱を客lζ示

し「乙れよりうt交を唱えて中をかき廻し

てと覧に入れます」と大喝釆声手にした

魔棒を振り廻しながら「プツケンはナミ

クラメ」と叫ぴ，その担箱へ手を入れた

ら， Hi るわ ~I\ るわ万国旗がぞろぞろと引

き出され，末、客一同その妙技に感嘆した

後に「伯父さん! あのう巴文は何語です

か」と零ねたら「見物は皆盲目を倒きに

いうまでサ」と申して笑っていた。

美 わ し い親と子

伊艇は子女の教育lと無頓着だと教育家

であった筆者の父などは常々申していた

が， アメリカ流とでもいうのであろうか

男児の前途に関しては彼は少しも干渉せ

ず，視の地N:を利用し暢故関係で職を求

めることなどは大嫌であった。直江津で

スタンダード石油を経営していた際，支

配人伊蕗の息子であることを厳秘にして

長男を石油淫搬の人夫にほうり込んた。

父の命を受けた長男もまた意志の強い人

格者で， 日々平駐をはきブミ坪棒を屑lとし

て石油を運んでいたが，外人の技師の聞

に人夫の中に英語がわかる奇特な青年が

いるという噂が立ち，弐第にその青年が

抜擢されて試験室の主任になるまでのし

!---って来た，そこで初めて伊藤のせがれ

書架にはマジックの新刊書がズラリと、世 ということがわかつて人を驚かせたが，

んでいた。そして平素宴会などに着用す 視も親，子も子であって堅JE、不抜自力で

るスモ ι キンダやイプニンダなどには思 進んで来7こ長男は遂にスタン夕、ード石油

いもよらぬボナットがしつらえであって の重役にまで累進した。

来容をアツといわせる妙技をいつでもふ 末子は東大農学部を卒業して造園を専

(るえるようになっていた。 門としたが，父は愛児の就職先を心配し

内村祐ア君の結婚披露宴の際父の内村 てはくれなかった。そしてある日のこと

鑑三が「これより老友ジョンの妙技をと 新聞に日比谷公園草刈人夫募集の広告を
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見るや，乙れに募宿せよという，唯々訪

々農学一上肢は弁当を腰l乙夏の日に汗水平:

らして草刈にいそしんでいたが，一段一

段と累進して遂には大公閣の主任にまで

経来った，この親にしてこの子ありで，

近視ではあるがiII:の親も子もかかる心が

けがあったらばと乙れはよく人様に物語

る話である。

昭和4年 1月5日敬愛する伯父伊藤一

隆は 71年の雄々しかった人世の戦を終

ったが，吉山会館においてその相を前に

した親友内村鑑三はかく述べた。

「われらの愛する伊藤一隆は永き眠に

就きました，彼は何の方i自iより見るも

符しい人物でありました， iII: ~乙若じ常

識の人がありますならば，彼はその典

型でありました，彼は一見して事物の

理非善悪を識別する驚くべき能力を有

じました，私ども彼の友人の多くの六

カ敷場合を彼の判断に委ねました，そ

して彼の判断はゾ寸氏誤りませんでし

た。

この能力をもってして械は事l乙河り

て成功は確実でありました。北海道に

おける水産事業，越後における石油事

業，すべてが成功でありました。しか

し伊房長一隆を知る者の常l乙不思議に息

うことは，彼が何故にこの刊:のいわゆ

る「成功者」としてその一生を終らな

かったかそのことであります。彼はよ

く成功の秘訣を知りました，そして彼

はその驚くべき才能をもって多くの人

を宮ませました。しかるに彼は貸しき

人として吠を終りました。彼は富を造

るの途l乙精通して自身は官を造り得ず

また造らんと欲しなかったのでありま

す。

彼に若し富者たらんとの欲がありま

したならば，械は広大なる漁場の持主

となっていたでありましょう。あるい

は日本石油会社その他の有利会社の大

株主になっていたでありまじよう。し

かるに彼には富を作るの技術があって

官を得る欲が無かったであります」云

/~ 

今や富を得るに汲々 7こる人々の手によ

って伊藤一隆が心血を注いで造りあげた

千歳瞬化場も跡棒状態に陥っている。稲

作も製紙も大切な産業である，しかし遠

き慮なければ近き憂あり，石狩川ぞ湖る

鮭も姿をかき消す時が間近に迫っている

のではあるまいか， この際天然資源を保

議するために強力巣敢な為政者が出でん

ことを切望して止まないのである。
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