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そのff力1;州て、日本人排斤，学主主入・学

拒否の蜂火が燃え上り，日米両国の国

交が由々敷事態に陥ろうとした際，身

を挺し・てそ0:'非をたらし"類、平等の大

旗を翻して邦人のために健斗した当時

のスタンフォード大学松長で世界的大

f号、学者であったヴイヅドスター，ジヨ

ルダン悼士の人類、愛に対しては， 1900 

年夫妻和携えて初めて来朝された際，

明治天皇には親しく詔を賜わり，勲二

等旭日草を贈ってその労をわぎらわれ

たほど車n野にその徳が知られていた

が，博士が専門の ~I、学者として日本を

訪ずれた♂は 1900年が最初で， 次で

1911年と 1922年と 3回に亘っていた。

ジヨルダン博士

と

谷部一佐

大島正満

若かりしジヨノレダン博土がコーネノレ

大学に学んだのは 1869~1872年であっ

たが，その頃f7._'日本入学友に恐らくは

その存在を知る人は皆無であろうと思L

う谷村一件ーとし、う奇人があった。持倉

具視が明治政府を代表し全権大使とし

て欧米各国に差遣されたのが明治 4年

(1871)のことであるから，時代はその

頃であると思えばよし、。弦に登場する

谷郎ー佐は当時は長チ1'1出身の青年で向

学の雄志抑え難く岩倉大使に随って渡

米したのであるがそのまま外地に留ま

りコーネル大学に学んで膏産を専攻し

たまま世を終るま勺欧米諸国を流転し

てチゴイネノレの旅を続けていた。晩年

米国政府の蝿を受けて北海道開拓の恩

人ケプロン将軍の伝記編纂にたづさわ

り，親しく札幌に赴いて往時を知る最

長老であった宮部金吾博士を訪ずれた

ところが，それならば東京に帰って犬

島家の門を叩きなさいといわれたとか

で，今から十数年前，思いがけない珍

客谷部老が突如我が家を訪ずれ，誰知

る人もない様々な諾を牧語って家人の

凡てを驚かせた。勿論天涯の孤客で、居

処を問うても答えず，所用の際は東京

中央郵便局私書箱第一号えというのみ

で身辺の事は・切答えなかった。誌に



ものするのはその際の直話の一片で，

思いがけなくもジヨノレダン博士が登場

した事が頗る興味深かった。["ケプロ

ンの仕事がすんだら僕はスペインに行

き，好遇して呉れる旧王室ブノレポ γ家

の人々に見まもられ我が愛するメリー

緬羊の郷土スペインの空から昇天しま

す」と由されたのが事実なのか， 2-

3回訪問されて愉快な牧語りを聞く機

会を与えられた後風の如く日本から姿

をかきけしてしまりた。 私書函第ー号

はその後どうなったのか知るよしもな

いが以下書き記之すのは1930年スペイ

ンのフゃルボシ王朝が顛覆の前後，谷部

一佐は那須でメリー積の羊を飼勺てい

たという事実があるから，ジヨルダγ

博士の最後の白木訪問の時の詰である

と思えばよ L、。

-輸の山茶花

那須野ケ原に牧場を営んでいた谷部

一佐が，所用あって上京，帝国ホテノレ

に宿ったのは，山茶花の花咲く或る冬

の日のことであった。朝鮪を認めに食

堂へ向うその入口で‘ハタと出遇った偉

大な体駆の紳土が，

「これは珍らしい谷部君」

と呼びかけてー佐の肩をポシと叩L、た

驚いて見上ぐる彼の日に映ったのは

早:や数十年の昔，米国はコーネル大学

で共に学びの道にいそしんだ魚、学の世

界的権威ジヨルダン博士であったでは

ないか。

「今日は忙しいのか」

「そうでもない」

「ではもっけの幸である。僕が折入

って君に頼みたいことがあるのだ。

実はこのホテルに一度は大統領候補
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に立ったことのある米国農民党の主

領クリステンシーが泊っているの

だ。日本滞在中朝野共にこの大物に

気づかなかったと見えて誰一人彼を

歓迎しなかったので御機嫌頗る斜な

のだ。そして抑え難い憤惑の念を抱

いて明日は故国へ旅立うのだが，こ

の男を敵に廻して排日運動の立役た

らしめては日本のためにならぬ。相

願くは今日一日で彼を親日家たらし

むるように腕をふるって貰いたいの

だ。遺憾ながら僕は今日他に約束が

あって手の下しょうがない。

頼む邸宅子君，昔のよしみでこの大役

乞引受け日米両国のために腕をかして

呉れよ」

影になり日なたになり白木のために尽

して呉れるジヨルダン博士の海のよう

な心には，谷部一佐も心から敬意を払

わざるを得なかった。そしてこの日一

日でそのよ「な大役を果し得るや否や

木安ではあったが， I宜しい引受けたJ

と伏諾した。

博士の紹介によってクリステンシー

に近づいた谷部は，いんぎんな態度で

「今日は何か約束があるか」と先ず擦

りを入れて見た。 1否」と答は頗るぶ

っきらぼうであった。

「では僕が案内するから歌舞伎へ行

こう」

「日本の芝居なんか見たくもない」

「君はまだ日光な見ないそうだが，

日本へ来て日光を見なくては話にな

らぬ 日帰りで行けるから行かない

カミ」

「見たくもなL、ょ」

「では箱根へドライブしょうか」
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「うるさい奴だ どこも見たくない

よ」

グリステンシーの言葉はまことにそ

っけなくてとりつく島が無い

弱ったなあと暫らく考えていたー佐

は妙案を考え勺いた。

「君は農民党の首領だそうだが，日

本の農村の実況を視察しないで帰国

してどうするのだ，観光が気に喰わ

ないのならその方面へ案内するが」

水を向けられたクリステンシーは苦

虫を噛みつぶしたような顔をして紫煙

をくゆらしていたが，やがてー佐を顧

み

「うるさい奴だ，では一つ君の経営

している牧場令見せて貰おう」

「イヤ那須野ケ原は少し遠すぎる，

では東京から遠くない三里塚の御料

牧場にしよう。思い立つたが吉日だ

サァ出かけよう」

と一佐は相手の院を捕えて玄関へ引

き出し御意の変らぬ間にと亭をとばせ

て両国駅へかけつけた。そして王手を降

りるなり駅長室へ駈けこみ，かくかく

の次第であるから最善を尽してこの外

客を扱って呉れと頼み込んだ。

「我々鉄道の小役人に国際親善の大

fえを買って出ろたってそれは無理で、

ある。 それに第一英語はできない

し・・・・・・」

とたじろぐ駅長を見て

「イヤ英語は必要がないのだ。無言

の行をして戴けばよいのだクリステ

ンシーが乗車する際?こ，君は非番の

J駅員を従えて歩廊で伎を迎えて下さ

い。そして客車の扉を開いて彼を招

じ入れ，列車がすべり出したら一同

で挙手の札をして呉れ給え」

「それでよいのですか。それならお

安い御用です。御引受け致しましょ

う」

「それから今一つ御願があるのだ。

泊線の駅長さん達に列車がすべり込

んだら挙手の礼で外容を迎えるよう

伝達して下さし、。

尚頼みついでに成田の然るべき旅

館へ主人番頭総出でこの珍客を出迎

えるよ号電話して置下さい」

万事をのみ込んだ駅長は頼まれた通

りを忠実に履行した。挙手の礼で迎送

されたクリステンシーは「日本の鉄道

はかように可寧なのか」とー佐に問し、

かけた。

「ああそうだよ」

と当然であるかの如く聞き流してい

るうちに，列車はスーツと次の駅へす

べり込んだ。駅長がプラットホームに

立って皆、ごしに挙手の礼をする。中に

は停車中茶を汲んで差し出す駅もあっ

てクリステンシーの結んで解けざる胸

のうつぶんが次第にとけ去って来た。

「日本は良い国柄だ。僕は外国人に

親切なこのような国を旅したことが

ない。谷部君日本はど、こえ行っても

この通りなのか」

「ああそうとも，これが日本の真の

姿だよ君は今まで裏街道ばかり歩る

いて来たと見えるお」

の一位問わず語りにクリステンシー

の顔つぎは一段とやわらいだc そして

日本ょいとこ日本ょいとこと叫びなが

ら同車してし、た見ず知らずのおさなご

をかかえては高い高いと差し上げ，足

をノミタノミタさせるのを見てはワツハハ

ハと笑いこけていた。かくて排日の巨



頭になりかけていた危険人牧が僅々二

三時間で快活なまことのアメリカ人に

立ちかえったっ

聞のとばりが垂れこめて， 初冬の

空に宵の明星がきらめく頃，列車は音

もなく成田の駅にすべり込んだ。駅長

が来て扉をあける挙手の札をする。宿

の主人や番頭が提灯をふりかざして迎

えている。 I日本ばよいこところだょ

いところだJといってグリステンシー

は夢中になる。用意された寧に乗せら

れて有頂天になウた巨漢が宿に向う途

中さすがは農民党の主領だけあって八

百屋の官を見つけると草ーをとどめて立

寄ってみる。そして一々自頭の野菜や

果実などを子にとってその値を問いた

だし，気に入った品を求めようとて財

布を出すとどこの間でも「宜しう御座

います」と固辞して受取らぬ「アメリ

カではこのような寛恕な商人は見当ら

ぬ。ロ本の商人は凡てが外客に対して

このように親切なのか谷部君lとクリ

ステシシーは怪晋な顔をしてー佐に呼

びかける。代価を受取らぬもことわり

旨を受けた宿の主人が後に廻って一々

金を渡していた。

かくて手どわかったクリステンシー

の日本札讃は益々その熟度を高めて来

たが，その夜の日本旅館の手をつくし

た料理も気に入ったし，絹の蒲団に包

まれてうましき夢路をたどったのも嬉

しききわみであった。伝え聞く東方の

君子国日本を自分はどうして兇わんと

したのであろう。その真の国振りを会

得させようと努力を惜しまなかったジ

ヨルダン博士の親切も感謝に値するし

旨を受けて東道の任に当った谷郡一佐

の心柄も嬉しいきわみである。ああよ

かったよかった。歪曲された日本観が

払拭された今日の旅，愉快この上もな
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いと良きサマリヤ人を夢みつつクリス

テンシーは安らかな一夜を過したが，

東天暁を告くやると共に報を受けた御料

牧場長は客月内軽草を用意し自ら肥馬

に鞭打ちつつ珍客の出迎えにやって来

た心地よき朝風に吹カ通れたがら憂々の

音を立てて広い縁の牧場を馳駆する味

はまた格別で、あった。心からの場長の

もてたしにクリステンシーの胸は，観1

喜で一杯であ‘った。別れに臨み残り惜

し気にあたりを見廻わしていた親日家

クリステンシーは，ふと場長官舎の一

隅rこ咲き乱れている山茶花に日をつけ

「御料牧場といえば，あの可憐の花

も大君の御物であると申してよいの

であろう。場長殿，別れに臨んで御

無心致すが，あの花を一輪記念に頂

戴できまいかJ

と申し 1:l1tこO

「御安し、御用であるつーひらでも二

ひらでも御自由に御摘み召されよ」

場長の寛怒な心を感謝しつつクリス

テンシーはー輸の山茶花をつみとっ

た。そしてそれを手帳の問え可峰にさ

しはさみつつ

「実は私には日しいた老母があるの$

です愉快な旅日記を書き送っても悲

しい哉慈母には読むすべが無いので

す。私は三里塚を訪問して直感した
日本のめで、たき姿をこの花によって

母に知らせたし、と思います指先で母

はこの山茶花を探り，愛の呑りを心

ゆくばかり身にうけることでしょ

う。有難う。有難う」と眼をしばた

たきながら彼は別れの手をさしのべ

場長の姉君は「山茶花の局」と号し
J-. 
，~。

て側近奉仕の身であった。そして場長

はまた年老いた慈母に対して至孝の名

をとった君子人であった。不思議や西
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の国の人にも親を思うまことの心は存

するのであるかとクステンシーの顔を

見入った利那，きらめくものを宿す碧

眼と，手にした山茶花に接吻する客の

姿に接して，場長の双眼からはあ勺い

涙がホロリとまろび出たO 人の子の心

に人種の差別はない。堅く手を握った

二人の胸に溶けて流れたものはそもそ

も何であったろう。結ぶー輸の山茶花

4皮クリステンシーはとわれ日出づる国

回転受卵器台

中幡 周 逸

受精の際は採卵した卵に精子を加え

羽毛で撹杵するが，この操作は従来手

で受卵器を動かしていた。現在では回

転式の方法をとっているところもある

と聞いているが， 官、の考えたものは

の味方であったであろう。

学者は国民の九てに望む「外つ国人

に親切であれ」と国交上の危機も心の

こもった国民外交によって解消する。

日本を心から愛した思師ジヨルダン博

士とその学友谷部一佐との人に知巳れ

ない愛の行の一こま，親しくその大芝

居を観賞する機会を得た幸を私は喜

ぶ。

自転車の車の心棒を利用する方法で，

まことに簡単なもので，もし御存知で

ない方があればと思い，敢て紹介する

次第です。

器具は図で見る通りで，自転車の車

を廻すように容易に廻せますから，

撹持は至極簡単です。これは何か台

の上にあげて利用してをります。

(朱太事業所長〕
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