


 



 大仙市「明治１５０年」 
 企画展開催にあたり 

 
今年、平成３０（２０１８）年は、戊⾠戦争の動乱を経て、江⼾幕藩体制から

明治新政府へ移⾏した明治元（１８６８）年から、満１５０年を迎える年にあた
ります。 

大仙市では、近代のあゆみをテーマに、市⺠と共に近代化による地域の変貌を
振り返るため、シンポジウム、ヘリテージ（文化的遺産）ツアー、企画展を開催
いたします。これらの活動をとおして、未来を担う若者に先祖の事跡を伝え、これ
からの大仙市のあり方について、勇気と希望を持った将来像を描いてもらう機会
となれば幸いです。 

さて、企画展では、ふるさと大仙の近代のあゆみを、歴史資料などをとおして
振り返ります。現代社会の基礎・根底には、明治維新後の様々な形での近代化が
深く影響を及ぼしています。 

しかし、明治維新から現代までの１５０年という歳月は、決して平坦な道では
なく、昭和２０（１９４５）年のアジア太平洋戦争での敗戦・終戦というボーダ
ーラインがあることも事実です。このボーダーライン以後、私達の社会の成り⽴
ちは大きく変化しています。⼤⽇本帝国⾂⺠から⽇本国⺠へ、そして、富国強兵
から国⺠主権による⺠主化と非軍事化への転換が⾏われました。 

企画展をとおして、私たちの先祖が歩んだ１５０年の歴史の道を振り返り、現
代に生きる私たちが、先祖から何を受け継ぎ、そして何を受け継がなかったのか、
市⺠の皆さんと共に考えて参りたいと思います。 
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名望家
め い ぼ う か

としての池田家 
―村翁そんおう 、我われを顧かえりみて豊年ほうねん

を報ほうず― 
 
池田家は、江⼾時代以来の豪農であり、維新後、明治期以降になる
と近代の巨大地主として、一千町歩余りの田畑や⼭林を所有し、東
北の三大地主に数えられるほどになります。 
しかし、池田家の歴代の当主は「池田家は農家」であるという姿勢
を貫きます。その思いは、展⽰史料１－４「池⽥⽂太郎翁伝」に、
１３代当主の⽂太郎のエピソードとして、⽂太郎の側近達によって
語られています。 
⼤正９年ごろに、池⽥事務所外事部⻑の河村剛は⽂太郎に対して、
当時は米価が高く田地の価格のよい頃であったので、田地を売り利
益を得るべきことを進言します。 
これに対し⽂太郎は微笑んで次のように応じたと記されています。 

如何にも、今田地の大半を手放したら、池田家としては巨額の
⾦を得るし、田地を持っているより心配も苦労もなく、却かえって安
全で有利な策かも知れない。しかし、小作人こ さ く に ん

の身上についても考

えやらねばならぬ。私が売払った田地が悉ことごとく善い地主の手にば
かり渡るなら結構である。又、小作人の手に帰き すようであれば、
一層好都合でもあるが、今の時代においては劫※ 々それは望まれま
い。単に利益問題だけで田地は売払う訳にはゆくまい。 

と河村を諭します。       ※劫々･･･いくら努⼒してもの意 
また、⽂太郎は米の売り方にも農家としての池田家のあり方を示し
ます。昭和元年１２⽉ごろ、米価が安かったことから池田事務所で
は、米価が高くなるまで待とうと考え、⽂太郎に進言します。その時、
⽂太郎は次のように事務所員と息⼦・⽂⼀郎に米を作る者の心構え
を諭します。 

騰貴と う き
するのを待って売るというのは、それは商人の仕事で、農家

のすることではない。天下の農⺠がそんな心持だったら、田を作
らぬ人々は餓死せねばならぬでがないか。（中略）⽂⼀郎などはま
だ年が若いから、万一米価の高低を気にして売るのを躊躇するよ
うなことでもある場合は、君達がよく忠告して、心得違いのない
ようにしてくれなくてはいけない。 

展⽰史料１－５「初秋郊⾏」は⽂太郎の漢詩文です。⽂太郎は大
正元年ごろまで田地の⽑⾒を草鞋履きで自ら⾏っていたとされます。
この漢詩文には、豊年を共に祝う地主と小作人の心情が⾒事に投影
されており、⽂太郎が目指した理想郷の情景が描かれています。 
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洋館設計の新事実    

〜今村敬輔の書簡からみる洋館設計〜 
池田家事務所日誌から、旧池⽥家住宅洋館の設計者が「今村敬輔」
という人物であることが分かりました。 
今村敬輔の経歴には不明な点が多いのですが、明治４３（1910）年
に秋⽥県⽴⼯業学校建築科を卒業し、度々池⽥家に出入りしている
事が池田家事務所日誌に⾒えます。後に今村は上京し、大正８
（1920）年に陸軍千住製絨所に在籍しました。同年１１月４日には、
今村は池⽥⽂⼀郎に洋館建設について書簡を出しています。 

 

（前略）三十日間、帝大にて開かれたる、建築講習会に末席を汚
す事となり、最新建築たる鉄筋コンクリート構造法を初め暖房装
置、其他三課目の科程を無事に修了いたし 申 候もうしそうろう。（中略）講習に
て得たる処により、今一組製図設計致し度きに依り御都合よろし
くば、昨冬、設計せし⻄洋館の図面全部、御送借下おおくりかしくだ

され度願たくねが
い

上 候あげそうろう、今度は最も経済的にして対震対火なる鉄筋コンクリートに
て設計致し度、尚、図面出来の上は前後御比較の上、御気に召
す方御撰定せんてい下され度き小生しょうせい

の望みに御座候、何卒御承認下され度
願い上候（以下略）  大正８年１１月４日「今村敬輔より池⽥⽂⼀郎宛書簡」 

 
 
これによると、今村敬輔が東京帝国大学で日本初の鉄筋コンクリー
ト造に関する講習会を受講したことを機に、耐震・耐火に優れたコン
クリート造で洋館を再設計することを相談する旨が書かれています。
すなわち、洋館は当初、鉄筋コンクリート造ではなかったこと（木造か）、
洋館が東京帝国大学の講習会を経てコンクリート造に設計変更され
たことが明らかになりました。⼤正９年３⽉３１⽇に今村が池田家に
来訪し、設計⾒積料として３６，３２９円を提示するなど洋館建築
の相談し、来月３日に契約の相談をすると約束していることが池田
家事務所日誌に記されています。 
なお、今村は大正元（1912）年に⾼梨尋常高等⼩学校校舎、翌年
に同小学校講堂の工事監督を、大正 4 年には⾼梨神社建築⼯事の
工事監督を務めました。特に、⾼梨⼩学校は池田家の寄付によって
建設され、講堂の天井にはシャンデリアが設けられ、床は絨毯敷きと
大変豪華なものであったと伝えられており、池田家の地域教育向上の
思いが⾒受けられます。しかし、昭和２９（1954）年に全焼してしま
いました。 
若き日の今村敬輔は、池田家の⻘少年教育事業に「建築家」・「設計
者」として重要な役割を果たしました。 



⾦唐⾰紙
き ん か ら か わ か み

の歴史    

〜洋館を彩る近代の煌きらめき〜 
旧池⽥家住宅洋館の内装には、「⾦唐⾰紙」という煌きらびやかな高級
壁紙が貼られています。 
⾦唐⾰紙は、楮（コウゾ）と三椏（ミツマタ）を原料とした和紙に⾦
漆で各種の文様をおいた擬革紙です。⾦属箔を貼った和紙を湿らせ
て模様の型である版木に当て、ブラシでたたいて模様を浮き出させた
のち、漆・ワニスをかけて光沢を出します。明治期に来日したフラン
ス人画家のフェリックス・レガメは、『⽇本素描紀⾏』の中で、⾦
唐革紙の製造工程を詳細に記しています。 
明治２５（1892）年に開催されたウィーン万国博覧会で「模造皮
革」を出展したのを⽪切りに、製造が本格化。明治３０年頃には日
本の芸術産業として、輸出のピークを迎えます。⿅鳴館ろくめいかん

や国会議事
堂、箱根は こ ね離宮りきゅう等をはじめ、イギリスの建築家ジョサイア・コンド
ルとその弟子達により、日本の近代建築物の重要な要素として使わ
れました。池⽥家住宅洋館で使用された⾦唐⾰紙は計６種類で、特
に二階食堂の壁に貼られていたのは、国会議事堂の執務室に貼られ
ていたものと同柄です。  

 
 
国内の主要な洋館や海外に輸出された⾦唐⾰紙ですが、大正中期以
降には機械製壁紙製造技術の発達や、受容の低下により生産数は
徐々に減少し、昭和３７（1962）年に最後の製造所が閉鎖されて、
⾦唐⾰紙製造は途絶えてしまいました。 
⾦唐⾰紙技術復活の契機となったのが、旧日本郵船小樽支店の修
復⼯事で、美術印刷を⼿がけていた上⽥尚⽒が依頼を受け、⼆年
の歳月を費やして昭和６０（1985）年復原ふくげん

に成功します。その後、
上田氏は⾦唐紙研究所を設⽴し、日本各地の文化財の壁紙を復原し
ていきます。平成１８（2006）年から開始された旧池⽥家住宅洋
館修復の際にも、その技術を遺憾なく発揮し、平成２０年〜平成２
２年に洋館建設当時の煌めきが現代に蘇よみがえりました。 
最後に洋館の⾦唐⾰紙復原に関するエピソードをご紹介します。東京
都王子のとある製紙工場が閉鎖され、約１３０本に及ぶ⾦唐⾰紙の
版木ロールがある大学の教員により偶然発⾒され、紙の博物館に保
管されていました。その中に、洋館二階食堂でも使用された版木ロー
ルが含まれ、ロット番号まで完全に一致していることが判明しました。
これにより、二階食堂の⾦唐⾰紙の図柄は、大正の創建期当時の完
全な姿に復原されたのです。 
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〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館

                

 

〇大仙市アーカイブズ
前期：戦争

（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争

            （２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争

 後期：ふるさと
      （１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道

            （２）写真（２）写真（２）写真（２）写真

 
〇旧池田氏庭園

前期：池田家
      （１）池田家（１）池田家（１）池田家（１）池田家

            （２）池田家（２）池田家（２）池田家（２）池田家

 後期：池田家の地域貢献
            （１）名望家（１）名望家（１）名望家（１）名望家

                （２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育

    

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

                花火花火花火花火

〇大仙市アーカイブズ 期
前期：戦争と人びと 

（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争とととと

（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争とととと

後期：ふるさとの近代化
（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道とととと人びと人びと人びと人びと

（２）写真（２）写真（２）写真（２）写真とととと人びと人びと人びと人びと

〇旧池田氏庭園 期間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
前期：池田家の近代 

（１）池田家（１）池田家（１）池田家（１）池田家のののの成成成成

（２）池田家（２）池田家（２）池田家（２）池田家のののの戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争

後期：池田家の地域貢献
（１）名望家（１）名望家（１）名望家（１）名望家としてのとしてのとしてのとしての

（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育とととと

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

花火花火花火花火とととと人人人人びとのびとのびとのびとの暮暮暮暮

⼤仙市「明治１５０年」
企画展

企画展は、３

期間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
 ５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）
とととと人びと人びと人びと人びと―ふるさと―ふるさと―ふるさと―ふるさと

とととと人びと人びと人びと人びと―日清・日露―日清・日露―日清・日露―日清・日露

近代化と人びと 
人びと人びと人びと人びと―盛曲線―盛曲線―盛曲線―盛曲線からからからから

人びと人びと人びと人びと―切―切―切―切りりりり取取取取られたられたられたられた

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
 ６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）

成成成成りりりり立立立立ちとちとちとちと近代近代近代近代

戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍

後期：池田家の地域貢献 ９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

としてのとしてのとしてのとしての池田家池田家池田家池田家―村翁、我―村翁、我―村翁、我―村翁、我

とととと池田家池田家池田家池田家―地域―地域―地域―地域

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

暮暮暮暮らし―花火好らし―花火好らし―花火好らし―花火好

⼤仙市「明治１５０年」
企画展のスケージュール

企画展は、３つの会場でそれぞれ開催されます。

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

―ふるさと―ふるさと―ふるさと―ふるさとがががが戦場戦場戦場戦場となったとなったとなったとなった

―日清・日露―日清・日露―日清・日露―日清・日露そしてそしてそしてそして

 ９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
からからからから秋田新幹線秋田新幹線秋田新幹線秋田新幹線へへへへ

られたられたられたられた近代―近代―近代―近代―    

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）

近代近代近代近代―仕途―仕途―仕途―仕途をををを絶絶絶絶ちちちち

―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍のののの要求要求要求要求をををを

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

―村翁、我―村翁、我―村翁、我―村翁、我をををを顧顧顧顧

―地域―地域―地域―地域のののの図書館図書館図書館図書館としてのとしてのとしてのとしての

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館 
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４日（日） 

らし―花火好らし―花火好らし―花火好らし―花火好きのきのきのきの多多多多いこともまちのいこともまちのいこともまちのいこともまちの

⼤仙市「明治１５０年」
スケージュール
つの会場でそれぞれ開催されます。

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

となったとなったとなったとなった日―日―日―日―    

そしてそしてそしてそしてアジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
へへへへ――――    

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇） 

ちちちち農農農農をををを以以以以てててて業業業業となすとなすとなすとなす

をををを退退退退くくくく――――    

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

顧顧顧顧みてみてみてみて豊年豊年豊年豊年をををを報報報報ずずずず

としてのとしてのとしてのとしての洋館建設―洋館建設―洋館建設―洋館建設―

いこともまちのいこともまちのいこともまちのいこともまちの名物―名物―名物―名物―

⼤仙市「明治１５０年」 
スケージュール 
つの会場でそれぞれ開催されます。 

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕） 
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟） 

アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争へへへへ――――    

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇） 

となすとなすとなすとなす――――    

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇） 
ずずずず――――    

洋館建設―洋館建設―洋館建設―洋館建設―    

名物―名物―名物―名物―    

 

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟） 



 

 

 

記録と記憶の交差点

大仙市アーカイブズ
今後ともよろしく
 

 

 

 

 

 

 

記録と記憶の交差点 

大仙市アーカイブズは⼀周年
よろしくお願いいたします

発 ⾏  大仙市アーカイブズ

発⾏⽇  平成３０

⼀周年を迎えました！  

いいたします。  

大仙市大仙市大仙市大仙市 マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター
まるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん（（（（ アー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズ

大仙市アーカイブズ 

平成３０（2018）年９⽉１日 

マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター     
まるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん     アー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズ 仕 様仕 様仕 様仕 様     奴 雁型奴 雁型奴 雁型奴 雁型 ））））     
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