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トピックス 東大島鶴の会で階位試験実施 

 東大島鶴の会（指導；茶木登茂一）では、去る２月１４日の例会において階位試験を行いました。

今回は、吾妻一子さん、大泉和子さん、川口正美さん、中原洋子さんの４名が指導員を受験され、

無事全員合格ということで、現在免状を申請中です。おめでとうございます。 

早朝太極拳の会で研修会開催 

 早朝太極拳の会（指導；茶木登茂一）では、恒例の年度末研修会兼打ち上げ会を、さる２月１５

日（土）１１時から、南ハイツの集会室で１９名が参加して開催しました。当日は小生が用意した

資料によって「太極拳運動の健康効果」について研修したあと、皆さんで昼食をとりながら、一年

を振り返り、楽しく懇談しました。 講義では、①早朝太極拳のカリキュラムの概要と健康効果②

中高年の健康法の要点③意識して使いたいインナーマッスル、の３項目をご説明しました。 

 なお、同資料をさらに編集して、亀戸ＳＣ教室、東大島鶴の会でも配布して、ご説明をしました。 

北地域研修会は中止に 

 ２月２３日に予定されていた北地域の研修会は、昨今の情勢から残念ながら中止になりました。 

４月５日（日）の野外太極拳に参加しましょう 

 北地域主催の野外太極拳が以下のように開催されることが決まりましたので、教室の皆さん、奮

ってご参加ください。各自直接会場においでください。雨天中止。 

 日時； ４月５日（日）１３時３０分～１５時３０分 

 会場； 葛飾区立新小岩公園 新小岩駅北口徒歩６分 

 会費； 無料 

閑人閑話 捨松の波乱万丈の一生 

 先月号でご紹介した大山巌の後妻「捨松」の一生をごく簡単にですが、ご紹介します。 

籠城戦を戦う 山川さき（のちの捨松）は安政７年（1860 年）に、会津藩国家老・山川重固の末娘

として誕生。慶応 4 年（1868 年）7 歳の時に新政府軍が会津城を攻略、さきは他の藩士子女ととも

に籠城戦を戦うが、会津藩はあえなく降伏。この時、のちに夫となる大山弥助（巌）は薩摩藩の砲

術隊長として城攻めに参加。しかしその初日、早くも城内北出丸から狙撃されて大腿部貫通の重傷

を負って離脱。この銃撃は女性ながら射撃の名手であった山本八重（のちの新島八重）であった可

能性が高い。もしこの銃弾が 50 センチ上に当たっていれば、おそらく大山巌は絶命していたでし

ょうから、そうなると、これからご紹介するさきの生涯は全く違うものになっていたでしょう。 
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アメリカ留学へ 敗れた会津藩は下北半島の最北端の不毛の地、斗南藩へと移封され、飢えと寒さ

にさいなまされる暮らしが始まる。末娘のさきは函館の知人に養女に出され、さらに同所のフラン

ス人の家庭に預けられる。明治 4 年（1871 年）、新政府はアメリカへ男女の長期留学生を派遣する

こととなり、山川家では兄の健次郎（のちの東大総長）が選ばれたこともあり、思い切ってさきを

送り出す。女性 5 人はすべて会津や幕臣の子女であった。さきの母は“一度は捨てたと思って帰国

を待つ”という気持ちから、「捨松」と改名して送り出した。5 人のうち、2 人はすぐに脱落してし

まうが、残りの 3 人、山川捨松、津田梅子（のちの津田塾大学創設者）、永井繁子（のち瓜生繁子）

の 3 人は立派に目的を果たす。3 人は親友となり、後々まで、日本の女子教育の発展のために尽く

すことになる。 

 捨松は、コネチカット州のプロテスタントの牧師レオナード・ベーコン宅に寄宿し、娘同様に過

ごして英語を習得し、キリスト教の洗礼を受ける。 このベーコン家の 14 人兄妹の末娘が、捨松の

生涯の親友の一人となるアリス・ベーコンである。捨松はその後、地元高校を卒業して、ニューヨ

ーク州ポキプシーにある名門のヴァッサー大学に進学し、学年第 3 位という極めて優秀な成績で卒

業。もちろんアメリカの大学を卒業したはじめての日本女性。卒業論文は「英国の対日外交政策」

だった。自ら願い出てさらに看護婦養成学校に入り、看護婦資格を得たのち、明治 15 年（1882 年）

に帰国する。英語はもちろん、フランス語、ドイツ語も堪能に。 

帰国そして結婚 しかし当時の日本には女性が働く場は全くなく、日本語のおぼつかなくなった捨

松は、“アメリカ娘”あるいは“婚期遅れ”などという陰口にも悩まされる。 

一方、スイス留学などで、語学を磨き、人脈を作っていた「大山巌」（当時は参議陸軍卿（大臣）・

伯爵）は、明治 15 年に妻「沢子」を第３子を産んだ後の産褥で失います。沢子の父親「吉井友美

（薩摩藩藩士で西郷らのリーダー格で活躍した。当時は工務大臣）」は後添えが必要だとして、彼

に、なんと会津出身の「捨松」を娶るように進言します。「永井繁子」と「瓜生外吉（アメリカの海

兵学校卒・のち海軍大臣）」の結婚披露宴に招待されていた才色兼備の「捨松」を、これも同じく出

席していた大山巌が見染めたということもあったようです。 

しかし、薩摩には娘はやれないという山川家を、巌の従弟にして親友の西郷従道（西郷隆盛の弟）

が説得。山川家も折れて、当人同士が見合いをすることには同意します。ということで会ったもの

の、巌の鹿児島弁が「捨松」には全く理解できず、英語で会話を交わしたというエピソードが残さ

れていますが、3 か月後には「捨松」もすっかり巌が好きになり、明治 16 年（1883 年）11 月に二

人は結婚、12 月には完成直後の鹿鳴館（明治政府の公式の社交場）で 1000 人を超える内外の招待

客を招いて盛大な結婚披露宴をあげました。これ以降、「大山捨松」は“鹿鳴館の華”として、活躍

するようになります。日本の大臣や、役人でも、数か国語を駆使し、外国の外交官夫妻に伍して堂々

と会話し、また踊れる夫婦はそうはいなかった

ということでしょう。  

看護婦学校設立資金を集める 「有志共立東京

病院」（現在の慈恵医大）の院長高木兼寛（海軍

軍医総監・脚気の撲滅に貢献）による看護婦養

成学校設立計画に資金援助を申し出て、明治 17

年（1884 年）6 月に 3 日間にわたる大チャリテ

ィーバザー「鹿鳴館慈善会」を開催して収益金 8000 円をそっくり高木に渡し、その１年後には同

病院に「看護婦教育所」が開所します。この学校は「慈恵看護専門学校」として今日まで続いてい

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E7%A4%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%AD%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC_(%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E%E3%81%AE%E7%94%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%A4%A7%E5%AD%A6


 

| 3 

ます。（8000 円は現在の価値に直すとおそらく 1 億数千万円に相当するとされる。）前頁の絵はその

様子を伝える当時の錦絵新聞です。おそらく中央右の長身で黒いドレス姿が大山捨松で、手を引い

ているのは先妻の長女「大山信子・8 歳」と思われます。 

『不如帰』で悪い継母に 明治 28 年（1895 年）に大山巌の長女・信子は薩摩出身の三島弥太郎（の

ちの日銀総裁）と結婚するが、不幸にしてすぐに結核を発症、実家に戻されて療養するも、明治 29

年 5 月に死亡。その後すぐ三島が公卿の四条家の娘と再婚したこともあり、大山家にとっては不幸

で不快な事件でしたが、これを小説化して徳富蘆花が明治 31～2 年に国民新聞に連載したのが、『不

如帰』です。この中では、信子は「浪子」に、弥太郎は「武男」とされ、実家の冷たい継母、姑の

いびりなどを織り込んで、“泣いて血を吐くホトトギス”という名文句とともに、小説としての悲劇

性を盛り上げたのが、大ヒットの原因になったのですが、大山巌と捨松にとっては傷口に塩をすり

こまれるような出来事となりました。 

妻の後方支援 捨松は明治 37 年（1904年）の日露戦争には、自ら看護婦となって内地で傷病兵の

看護にあたったほか、親友アリス・ベーコンの協力を得て、米国国内で日本の立場を説明するキャ

ンペーンを行い、世論を日本側に引き寄せ、また多額の義援金を集めて軍に献金して、陸軍の総司

令官として満州で戦っている夫大山巌元帥を助けました。 

まったくの余談ですが、日中戦争の時には、蒋介石の妻の宋美齢（米国留学者、クリスチャン）

が、米国の世論を中国寄りに変える活躍をしています。 

スペイン風邪で急死 日露戦争で功成り名を遂げた大山巌は妻の捨松とともに那須に別荘を構え

て悠々自適の暮らしを送ります。総理大臣へ推す声もあったのですが、断わり続けます。巌は大正

5 年（1916 年）に 74 歳で病没。国葬が営まれる。捨松はその 3 年後の大正 8 年（1919 年）にスペ

イン風邪によって 59 歳で亡くなる。まさにまさに、会津の女性の面目躍如たる、波乱万丈の人生

でした。ちなみにこのスペイン風邪はアメリカから全世界に伝播して、1918 年から 20 年にかけて

5 億人が罹患、5000 万人から 1 億人が死亡しました。このため第 1 次世界大戦は終結を早めたとも

言われています。なお、日本では 2300 万人が罹患し、38 万人が死亡したとされています。 

左顧右眄  第２３話 『インドについて勉強しました』（第８回） 

第１４章 欧州諸国の植民地攻勢  

 すでに、1510 年にポルトガルはインド西南部の港湾都市ゴアを占領していました。また 1600 年

にはイギリスが、1602 年にはオランダが、それぞれ「東インド会社」＊を設立して影響力の強化を

図っていました。イギリスはチェンナイの土地を取得して、1640 年、要塞を築きマドラスと称えま

した。オランダはポルトガル領のコロンボ（セイロン）を 1651 年に奪取し、さらに 1663 年にはイ

ンド南部のコーチンに進出しました。イギリスは、さらに 1661 年にボンベイ（ムンバイ）へ、1690

年にはカルカッタをも獲得しました。一方フランスも巻き返しを図り 1673 年シャンデルナゴル、

1674 年ボンデイシェリ―を獲得するなど、橋頭堡を築いて対抗しました。英仏両国はついに 1757

年、ベンガル地方において戦端を開きイギリス東インド会社軍が大勝しました。この戦争を「ブラ

ッシーの戦い」と言いますが、ベンガル地方の太守（このころはムガール帝国が弱体化しており、

実質的な地方政権）がフランス軍と組み、一方のイギリス東インド会社軍はイギリス兵とインド傭

兵との混成軍でした。この後も 1764 年のブクサールの戦いなどを経て、ムガール帝国をさらに弱

体化させ、支配地域を拡大します。 
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＊ イギリス東インド会社（ East India Company（EIC））は、アジア貿易を目的に設立された、

イギリス王室の勅許会社です。アジア貿易の独占権を認められ、イングランド銀行から貸付を

受けながら、17 世紀から 19 世紀半ばにかけてアジア各地の植民地経営や交易に従事しまし

た。当初は香辛料貿易を主業務としていましたが、次第に商品の幅も広がり、取扱高も膨大と

なり、ついには、インドに行政組織を構築し、徴税や通貨発行を行い、法律を作成して施行

し、軍隊を保有して反乱鎮圧や他国との戦争を行うという、インドの植民地統治機関へと変貌

していきました。セポイの乱（インド大反乱）の後、インドの統治権をイギリス王室に譲渡

し、1858 年に解散しました。 

第１５章 イギリスによる植民地支配と大反乱 

 その後、イギリス東インド会社は、マイソール戦争、マラーター戦争などで、ムガール帝国の地

方政権を次々に倒して、18 世紀後半には実質的な植民地とすることに成功しました。1813 年には

イギリスの対インド貿易が自由化されたことにより、産業革命を成し遂げていたイギリスから、大

量の機械製綿織物がインドに輸入されるようになり、伝統的なインドの綿織物業界は壊滅的な被害

をこうむります。 

 また、19 世紀に入ると、イギリス東インド会社は茶、アヘン、インディゴ（藍）などのプランテ

ーションを拡大させインドや中国と独占貿易を行い、巨万の利を得ます。  

 こうしたイギリスの搾取と支配に対して、次第にインド人民による反乱がおきるようになります。

その発端は 1857 年にデリー近くの兵営で、インド人傭兵が蜂起したことに端を発して全インドに

広がった「セボイの乱」（インド大反乱）でした。インド側では今日この反乱を「第 1 次インド独立

戦争」と呼んでいるように、1947 年の独立までに至る長い困難な戦いの発端であったわけです。 

 反乱軍はムガール皇帝バハードゥル・シャー2 世を最高指揮者に祭り上げ“インド皇帝”の復権

と言う名目でイギリスに宣戦布告を行ったため、各地方で、旧王侯、旧地主、農民、都市住民らが

宗教、階級の枠を超えて、これに呼応して大規模な反乱となったわけですが、結局は統合的な指揮

命令系統もなかったために次第に劣勢となり、ついには、シャー2 世の投降によってこの乱はわず

か 4 か月で鎮圧されてしまいました。この反乱においてイギリス側は初めてネパール王国の山岳民

族グルカ兵を投入し、爾後その勇猛さが着目されて支配者側の傭兵集団として用いられるようにな

りました。 

反乱の失敗によってムガール帝国は名実共に消滅、皇帝バハードゥル・シャー2 世は有罪の判決

を受け、廃位されてビルマに流刑（1858年）となり、反植民地運動は衰勢となりました。イギリス

政府は、一会社に広大なインドの領土を託すことの限界であるとして、この反乱の全責任を負わせ

る形でイギリス東インド会社を解散させ、インドを直接統治することにしたのです。 

 冬の想い 

災害と戦乱持ち越す新年に平穏と平和ただただ祈る 

旧友の訃報の来たるは月遅れ別れも出来ずに永久のお別れ 

ウイルスも不安の気配も防ぐごとマスク姿が日々に増え行く 

同窓会研修会も飲み会も空気が変わって中止延期に 

「一品・一葉・一会」は今月号は休載します。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%BF%E6%98%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E8%A8%B1%E4%BC%9A%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E9%8A%80%E8%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/17%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/19%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%B0%91%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E6%98%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%BE%9B%E6%96%99%E8%B2%BF%E6%98%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%8F%8D%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E7%8E%8B%E5%AE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%B3
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%82%AC%E3%83%AB%E5%B8%9D%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E5%88%91

