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赤井正方 大正6年6月下旬に木村武山に従って来飯、8月初旬に帰京。木村武山参照。

赤塚忠一 1887ー？　7/30-8/6まで、松村巽・石野隆・松岡正雄らとともに赤穂村小学校で行われた絵画講習会に講

師として参加。

赤穂雅友会 「南信」大正元年8月10日　9/8　赤穂村で好事家を中心に組織された会。会員所蔵の持ち寄って展覧会を

開いた。8月上旬と9/5。高島北海・中西耕石、児玉果亭や河合玉堂らの作品が出品された。

赤羽雪邦 1865ー1928　日本画家　東筑摩郡並柳村に生まれる。橋本雅芳に師事、東京美術学校に一期生として入学。

明治36年3月28日「南信」4/15　5/2に渡米費用をつくるための画会　6/16　9/24　10/6　10/17　11/5

11/25　12/1　12/6　12/11と記事あり。12/14に飯田を出発、渡米の途についた。明治37年12月24日「南信」

にサンフランシスコ見聞録あり。明治38年3月9日「南信」米国からの通信。明治41年1月15日〜1/19　通信

を連載。「南信」明治42年2月24日〜2月26日、米国から通信を寄稿。明治44年9月13日　龍翔寺に滞在し随

筆を掲載。

秋田雨雀 1883ー1962　日本の劇作家・詩人・童話作家・小説家である。本名は徳三（とくぞう）。「南信」大正13年

10月23日　12/10　12/14　12/17　12/19　12/21　下伊那青年会の招聘で山本・下川路・泰阜・千代で講演

が予定されていた。

秋山白厳 1865ー1954　書家・詩人　本名は純、通称隆道。碧城・雪堂・龍々斎・雲烟などがる。下記参照。

秋山碧城 1865ー1954　書家。巻菱潭に学ぶ。渡清歴あり。後に白厳と号した。「南信」明治40年10月19日　11/27

12/11　12/19　12/23　伊那から飯田蕉梧堂に投宿、山吹・座光寺で講演会や揮毫。「南信」明治41年1月5

日　1/11　1/19　1/25　1/29　2/9　4/11　6/7前年から滞在していた碧城が座光寺・江戸町・松尾村で文

墨会を開催し、揮毫。7月には浜松を経て10月に渡清の予定を報ずる。

浅野春荘 ？ー？　画家　明治35年4月6日・16日「南信」

安倍能成 1883ー1966　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一

郎、太田水穂とともに来飯。

新井石禅 1864ー1927　福島県出身、曹洞宗の僧侶。総持寺貫主。「南信」大正元年11月2日　11/5-7　11/9にわたり、

江戸町正永寺などを会場に講演会を開催。また天龍峡探勝や揮毫もしている。「南信」大正2年10月25日

10/28　前年に引き続いて禅学の講習会を１週間開いた。大正3年10月30日１週間にわたる禅学講習会の予

告記事。大正6年11月14日　11/18　20日から24日にわたて大島の林叟院の第6回禅学講習会の講師として来

遊。大正7年10月30日　11/7　11/8　曹洞宗第九管内布教本部の招聘で当地で11/3〜11/8禅学講習会を開催

するため来飯。豊丘村伴野慈恩院・泉龍院が会場の予定。退飯時期不明。大正9年8月17日　8/19-23まで江

戸町正永寺で「碧巌録」の提唱や通俗禅話会を開催した。大正12年10月14日江戸町正永寺にて椎尾弁匡ら

と関東大震災の追悼講演会を予定。

荒木十畝 1872ー1944　長崎出身の画家。本名悌次郎。荒木寛畝の門に学び、荒木家を継ぐ。養子。日本美術協会に

参加し、全国絵画共進会や各種万国博覧会に出品し評価を得る。明治41年からは文展の審査委員。「南信」

大正11年3月21日、5月下旬に来遊の予告あり。大正13年8月天龍峡下り（鎌倉貞男「伊那」論文）。大正14

年8月19日　8/19来飯、蕉梧堂ホテルに投宿。



荒木探令 1857ー1931　山形出身の画家。菊川淵美・橘守利に学び、後に狩野探美に師事。日本美術協会や日本画会

に参画し、明治40年の文展開設に際しては正派同志会に創立幹事として参画。狩野派の復興に意を尽くし、

大正5年には狩野姓を名乗ることを許された。「南信」大正5年6月15日　7/20　10/4　12/8　荒木探令・畑

仙齢及び諸星成章は7月中に来飯し、知久町稲葉館を窓口に画会を開催する予定であったが実現せず、10月

に延期になったとあるが、これも来春に繰り延べになった。

有賀盈重 1853ー1937　教育家・歌人。飯田では明治42年まで飯田高女教員を務めた。八峰。「南信」明治41年2月25

日　岡田琴湖主催の百画会に郷土作家のひとりとして参加。上柳緑・平野草堂・松島松泉らと交流をもっ

た。

阿心庵雪人 ？ー？　詳細不明。宗匠の号もあり。明治39年8月7日「南信」8/29　8/30　9/6　阿心庵来飯の目的は信濃

芭蕉庵建立の資金調達。およそ１ヶ月滞在し、揮毫に応じた。木下静涯・成宮東湖・中倉玉翠と交流、9月

4日には主税町で文墨会を開催。

安藤耕斎 1860ー1939　川路出身の南画家。明治26年上洛して富岡鐵齋に学んだ。「南信」明治41年7月1日。避暑地と

しての天龍峡を紹介する天龍峡保存会の発起人。

安静梅好 「南信」明治41年3月15日岡本清彦主催の百画会に郷土作家のひとりとして参加。

井伊誠一郎 1845ー1906　飯田大横町に生まれ、長崎に出て医術を研究、帰郷の際、漢文の聖書（佐久間象山註）を持

ち帰えり、飯田へ最初の教会を建てた。最初のキリスト葬を行った。原蓬山・湖城喜一につき画を学び、

香渓と号した。浮田一恵齋の模写が本物と間違われ、売買されたという逸話がある。

飯田小畝 ？− ？　詳細不詳。大正15年に、巖谷小波・江見水蔭らと「お伽講演会」に来飯。

飯塚鳳斎 1872ー1934　「南信」大正14年7月3-5日　11/15　11/19　7月飯田に来訪、蕉梧堂に投宿。天龍峡探勝・川

路農民美術組合視察、11月にも来遊。

五十君凌雪 「南信」大正14年4月7日　天龍峡探勝を目途に来飯。揮毫を受け付けたが多すぎたので滞在を繰り延べた。

井口華秋 1880ー1930　大阪出身の画家。本名陣三郎。竹内栖鳳に学び、日本絵画協会・文展に参加するが、大正8年

には池田桂仙・林文塘えあと日本自由画壇を結成した。「南信」大正2年7月30日　8/10　8/19　8/22　8/24

8/30　天龍峡探勝と養蚕の写生を目的に8月9日に来飯、扇町蕉梧堂に投宿。天竜川を下って退飯するが、

加藤高明と同船したため華秋の様子もわかる。

池上秀畝 1874ー1944　高遠町出身。本名は國三郎、祖父は池上休柳、父は池上秀華。明治36年1月9日、他1/15

1/22　5/3　5/5　5/14　6/15　高遠滞在や画会の記事。「南信」明治40年7月7日　8/22　天龍峡探勝と画会

開催を目的に来飯。桂月・永邨も随行し、画会では郷土作家も加わった。明治43年11月2日　8日に開催さ

れた松林桂月の画会に参加、揮毫している。大正4年には伝神洞画塾を創設して、後進の育成も図っている。

大正5年5月3日　2日に伊那に帰省し、伊那の玉扇楼で画会。入会者は135人、出席者は90人、抽選によって

作品を頒布。3日帰京。

池田永治 1889ー1950　洋画家。「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記

事。参加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・

藤井浩祐・石井鶴造ほか。

池辺義象 1861ー1923　肥後出身の国文学者。東京帝大卒。一高・女子高の教授をつとめ、後に京都帝国大講師とな

る。落合直文・萩野由之と文学全書を出版。御歌所寄人、和歌に長じ、書に秀でた。「南信」大正8年8月19

日　8/22　下伊那恵風会の主催する思想問題講演会の講師として招聘された。飯田小学校・山本小学校な

どで講演。

石井鶴三 1887ー1973　「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記事。参



加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・藤井浩

祐・石井鶴三ほか。

石川鴻斎 本名は英、字は君華、通称は英助。芝山外史・雲泥居士の号あり。

石川素童 1842ー1920　尾張出身の僧侶。神奈川最乗寺の住職を経て、石川総持寺の貫主、後に曹洞宗管長。詩文や

書に長じる。号に牧牛がある。「南信」大正6年9月12日、伊那へ来訪の記事。この他、10/6-13にも来訪、

龍勝寺で大受戒会を開催の予告。

石川寅治 1875ー1946　洋画家。「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記

事。参加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・

藤井浩祐・石井鶴造ほか。

石島竹崖（山なし）　1869ー？　栃木出身の画家。本は幸吉。はじめ丸山大槐、ついで田崎草雲に学んだ。「南信」大正

5年1月18日　1/25　飯田に長期滞在。７回にわたって画会を開いていたが、この程帰京することになり、

その送別会が仙寿楼で開かれるという報。主唱者は二本松飴金の市瀬源吾、馬場町の松村栄治郎ら。1/25

はその模様を伝える。2月中は滞在予定。大正6年1月14日　1/24　2/3　2/7　2/24　前年から滞飯。1/23山

谷会と太宰楼で画会、2/5仙寿楼で鈴木晴波の画会に参加、2/16にも来飯の佐藤華岳の画会に補助として参

加。2/14は本人の画会。旧友百瀬葭堤の建碑費用調達を目的に会員を募り2/23に頒布会も行っているが、

参加者は不明。

石野隆 1887ー1967　「南信」7/30-8/6まで、赤塚忠一・松村巽・松岡正雄らとともに赤穂村小学校で行われた絵

画講習会に講師として参加。

石橋菖雨 1845ー1914　石橋武助か？　東京美術学校出身。詳細不明。「南信」大正4年7月18日　7/27　9/8　児島絃

雨とともに来飯、追手町の松下家に滞在、揮毫に応じる。続く２報は挿絵の掲載。大正6年5月5日　5/8

5/12　5/13　「作画協会展覧会」に洋画部員として来飯。400点に及ぶ大規模な展覧会で、追手町・蘭市場

にて5/13ー16開催された。菖雨は作品解説も受け持ったらしい。

石橋二洲 1845ー1914　書家　旧秋田藩士。藩主の祐筆だったが、維新後は官職、その後書道　明治37年5月14日「南

信」5/28　6/15　6/18　6/22　6/28　伊那・赤穂を経て6月中旬より来飯、峯高寺で文墨会を開いた。

伊勢門水 1859ー1932　日本画家・商人。本名は水野宇右衛門、屋号は伊勢屋。

板倉賛治 1877ー1965　「南信」大正15年7月17日　東京高等師範教授の板倉が本県臨時図画視学員に任じられて7/16

来遊。

伊藤真之介 1892ー1970　伊賀良出身の洋画家。小学校教員となり伊那などで教壇に立つ。白瀧幾之助・倉田白羊に洋

画を学ぶ。太平洋画会・日本水彩画会・信濃美術協会などに出品。伊那美術協会の設立に関与。「南信」大

正3年4月10日、松尾村の農工補修学校に採用。大正6年9月4日、夏期休暇中に描いた「伊藤訓導」の水彩

画・図案も児童の絵とともに陳列中の報。大正7年8月4日、上水内郡内の図画講習会の申込先。大正10年10

月12-14日、洋画展開催。大正12年3月16日　3/14-15に鼎小学校で作品展覧会を開催。大正13年3月7日

3/9　4/15　上野竹の台で開催中の日本水彩画会展覧会に出品された作品の紹介や、3/8-10鼎小学校で開か

れた作品展、4/11-15の信濃美術展覧会に入選したという記事。

伊藤伝利 「南信」大正10年大正10年10月12-14日、洋画展開催の記事に名前が載る。

五日市玉東 1854ー？　盛岡出身の画家。川口月嶺・川村雨谷に学ぶ。「南信」明治40年5月24　6/7　飯田に滞在して郷

土画家とともに画会を開催。

井出嘉汕 1874-1943　飯田生まれの仏師。竹内嘉門に学び、明治25年帰郷、昭和初期には上京して葛飾に住む。呑仏

とも称した。「南信」明治35年8月16日、10月7日、11月26日に記事あり　正永寺で制作中の五百羅漢が火事



で被災。明治36年5月14日　5/19　6/16　池上秀畝と合同画会　明治43年1月15日　7/15　8/9　11/2　それ

ぞれ小池探草・牛田松南・松林桂月らの画会に、郷土作家のひとりとして参加。他に小洲・蘇雲・平野草

雪・龍邸・耕斎・赤羽石梁らがいた。明治44年5月4日　10/28　4/30に上伊那上片桐瑞応寺で、翌１日には

片桐で画会。大正9年12月1日　蚕業講習会の講師として来飯した石渡博士が旧知の井出を訪ねたという記

事。大正10年6月1日　6/2　6/20　人物評と中国・インド行きの計画。松江大元と森本洲平の同行か？大正

14年2月20日　ゴシップ記事・近況を伝える。

伊能香陽 ？ー？　水墨や油彩の肖像画を能くした画家。詳細不明。「南信」大正8年6月13日　この頃来飯して福音ル

ーテル教会の二階に滞在し、揮毫に応じている。退飯日時は不明。

今泉雄作 1850ー1931　明治10年パリに留学。ギメ美術館で東洋美術を研究。帰国後,岡倉天心らと東京美術学校(現

東京芸大)の創立にくわわる。のち京都市立美術工芸学校長,帝室博物館美術部長,大倉集古館長などを歴任。

名は彰。字(あざな)は有常。号は文峰,也軒,常真居士など。著作に「君台観左右帳記考証」など。「南信」

大正13年11月1日　11/7　11月下旬瀬川雅亮（独活大王）とともに来飯、上柳緑・木下重太郎・野口唯次

郎・佐々木陽齋・大田らが発起人に歓迎会を開催。

井村常山 1843ー1925　三河生まれの画家　明治36年8月4日飯田仙寿楼で画会の記事。

岩崎新太郎 1857ー1925 「南信」大正11年5月16日　5/4の広小路を中心とする360戸を焼いた火災に際しての、書画骨

董収集家の岩崎新太郎の収集物の逸話。大正15年4月8日死亡広告（4/7没）

岩田華谷 ？− ？　画家。緑山とも号す。野口幽谷に師事して南画を学び、また山本梅逸・梅涯に私淑。花鳥を主に、

肖像画も画いた。「南信」大正2年5月13日　6/15　6/26　67/29　8/19　扇町の蕉梧堂から仲ノ町の松井家

に移った。華谷は同家の茶室を画室として揮毫を続け、8/19甲府に向けて出立した。7/29　劇作寄書会

指で作画して参加者を驚かせた。

岩田豊麿 1877ー？　「南信」大正12年11月11日　在飯中の岩田が11/7に仙寿楼で画会を開いたとの報。

岩波茂雄 1881ー1946　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。

巖谷小波 1870ー1933　東京出身の児童文学作家。書家巖谷一六の三男で、本名は季雄、別号に漣山人・楽天挙、筆

名は別に大江小波などもある。はじめ尾崎紅葉門、のちに童話に専念し著書多数。博文館「少年世界」の

編集長を務め、書画にも長じた。「南信」大正9年5月16-17　5/22　5/26　6/19　6/20　小波はお伽後援全

国行脚の途中、5/24来郡、会地村や飯田曙座で講演会を行った。常盤町仙寿楼で歓迎会が催され、席上俳

句をなし、揮毫した。翌25日天龍峡探勝をなし、紀行文が6/19-20掲載されている。大正15年1月20日

1/21-24　1/26-27　南信新聞社が主催する「お伽講演会」のため、1/20巌谷小波・江見水蔭・飯田小畝が

来飯、蕉梧堂に投宿。117銀行ビル、飯島小学校などで講演する。これを機に、飯田に「お伽同人会」が組

織された。

上田萬秋 1869ー1956　京都出身の画家。本名巳之太郎。京都府画学校を卒業し、今尾景年に師事。その後大正8年に

自由画壇を創設、参加。昭和11年には文展復帰。「南信」大正3年2月26日、天龍峡探勝のため着飯。

上野直昭 1882ー1973　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。

内海吉堂 1850ー1925　京都生まれの画家。漢籍を小菅兎峰・画を塩川文麟に学んだ。明治10年に渡清し、南画に転

じ、帰国後は京都画壇で活躍。「南信」明治39年10月4日　10/12　天龍峡探勝を目途に来飯。碧雲会が茶話



会を開催した。

牛田松南 1874ー？　愛知県出身の画家。中国南画奨励会の主幹。「南信」明治43年7月7日　8/9　在飯画家の協力で

画会を開催、揮毫した。

梅田文暉 ？ー？　画家、石川県出身、前川文嶺門。「南信」明治35年1月24日　3/21　3/23　伊那町広輪館に滞在、

画会を催すが、３月中旬、同地で喧嘩騒ぎを起こし、新聞沙汰3/23南信になっている。

江見水蔭 1869ー1934大正15年1月20日　1/21-24　1/26-27　南信新聞社が主催する「お伽講演会」のため、1/20巌谷

小波・江見水蔭・飯田小畝が来飯、蕉梧堂に投宿。117銀行ビル、飯島小学校などで講演する。これを機に、

飯田に「お伽同人会」が組織された。

江幡雲僊 当時の飯田警察署次長で、松本で紫雲に教えを受けた。「南信」大正3年4月25日紫僊氏追悼会に出席。

大江良起 1874ー？　京都生まれの日本画家。幸野楳嶺のもとで学ぶ。明治36年8月20-23　9/2「南信」に来飯から帰

京まで、伝馬町三原屋支店に滞在、揮毫　9/1帰京。明治38年6月17日来飯予告。北かどうかは不明。

大木遠吉 1871ー1926　東京都出身の政治家。大木喬任の長男。貴族院議員。伯爵、書に長じた。「南信」大正8年4月

5日　7/18　7/26　8/18　柳原義光伯爵とともに、天龍峡探勝を目的に4月中の来飯を計画していたが、実

際は7/27ー31の滞在と報じられている。しかしこれも延期になり、8/17に到着して、扇町蕉梧堂に投宿、

揮毫に応じたとの報。

大田南畝 1749ー1823　名は覃ふかし、通称、直次郎、七左衛門、別号蜀山人、玉川漁翁、石楠斎、杏花園。狂名は

四方赤良、また狂詩は寝惚先生。

太田水穂 1876ー1955　東筑摩郡出身の歌人。別号にみずほのや。長野師範学校卒、県内で教員生活を送った後に上

京し、大正4年に「潮音」を創刊した。象徴主義歌論を唱え、芭蕉研究を行う。師範時代は島木赤彦・高野

辰之と同期。「南信」大正8年4月22日　4/22　4/26-27　4/29　5/31　6/5　北原白秋とともに4/24来飯し、

今宮の風越館で講演会・短歌会を開く。26日は天龍峡探勝を行い、27日退飯した。「潮騒」6月号に「南信

遊行記」が掲載された。大正10年5月8日　5/10-11　5/18-20　峡谷の風物に深く憧憬したことから再び来

飯した。これを機に伊那短歌会が主唱して南信が後援して5/15歓迎会が計画されている。水穂は青山榛三

郎・宮川星川を同道していた。大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬

滉、小宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高

橋誠一郎、安倍能成とともに来飯。大正12年4月19日　5/1　4/28来飯した水穂の動向を伝える。4/29の歓

迎歌には、長谷川喬村・宮崎茂・大井広・所三男・中田美穂・薄井一・志賀寛治・新井白雨・西村武仁・

今村邦夫・麻場寿一・田中守次・塚田苛米造・新井文之助・岡村ゆめ人・横田憲次・鈴木鷲雄・長尾宗

次・松枝増吉が出席した。大正13年1月11日　1/9伊那町の短歌会に参加の報

大平小洲 1849ー1930　本名は新八郎　飯田市千代。渡辺小華門。「南信」明治40年4月27日　東京南画会に出品して

いた小洲の作品が宮内庁御買上になった報。9/7　9/10　9/13　10/27　10/29に画会参加者＝小洲・蘇雲・

耕斎・桜井松堂・安静梅好・八峰・鈴木素山、他。「南信」明治41年6月7日五日市玉東の画会、8/22池上秀

畝の画会に郷土画家のひとりとして参加。明治44年7月16日　7/18　10/24　10/25　10/26　10/28　揮毫抽

選会「信陽書画会」や鶴画会参加の動向を報ずる。蘇雲・嘉汕・穂永小亭・安静梅好・平野草雪・山岡子

爵・杉山小谷・龍邸らと共に参加。大正2年10月29-30日　12/3　紫僊画会に参加。大正3年1月17日　2/22

の柳翠画会の募集広告。4/25　紫僊氏追悼会に参加。大正4年7月10日　8/31　贋作の件や諸星成章画会希

望申込書に主唱者として名前がある。9/10岡田百練の追吊会の席上揮毫の報。大正6年10月30-31日、絵画

偽物事件に際して小洲が作品鑑定をして全て偽物と判断の報。大正8年4月8日　大阪の画会に出品し好評を

得た小洲が、同地の有力者の招きで関西へ赴くことになり、4/8に出立する報。大正13年3月15日　小洲と



床屋を巡る逸話。大正14年2月19日　11/25　作品紹介と展覧会予告。大正15年10月24日　12/10　宮内庁か

ら作品の依頼があったことを報じる。

大瀧雨山 1873ー？　鶴岡に生まれた画家。本名正治、別号に掃霞山房がある。石川拝山・川村雨谷に師事した。「南

信」大正元年10月1日佐久での百画会予告。尾形月耕・鈴木雨渓・安田蕉堂らと参加予定の報。大正8年12

月14日、大瀧雨山・山本昇雲・田南岳璋の三作家が、当地の小池丹一郎と村松正樹が会主となる三友画会

のために来飯するとの報。同会は12/15常盤町仙寿楼で行われ、三人の挿絵が翌年の元旦号を飾った。

大智勝観（おおち　しょうかん）　1882ー1958　今治出身の画家。本名常一。東京美術学校日本画科。文展、後に再興

日本美術院に出品し、同人となる。院展を舞台に活躍。「南信」大正3年5月24日、木曾御岳探勝後、20日下

條村の旧友下平医師を訪ねて来遊、同地で揮毫した後、23日天龍峡を探勝し、扇町蕉梧堂に投宿、24日帰

京。

大友宗文 ？ー？　画家？　「南信」明治39年10月30　11/10　27日来飯し主税町雁鍋に滞在。11日に画会を開催して

いる。

大塚甘古居士　？ー？　岡崎住の書家・肖像画家。「南信」明治40年4月25日飯田に滞在。

大場豊翁 ？− ？　「南信」大正12年7月27日　7/27には在飯した豊翁が、故宮川香山から生前恵与された真葛焼作品

を持参しており、その頒布会を28-29太宰楼で開催予定の報。

大橋浩堂 ？ー？　篆刻家。陶芸家。」八幡郊処に師事。明治末年に尾林に移住し、篆刻書体を図案化した陶磁器を制

作した。「南信」明治44年10月6日　飯田蕉梧堂に滞在。

大平南方 ？ー？　池田輝方門下の塾長を任じる画家。東京絵画専門学校を卒業、美人画に長じたという。「南信」大

正7年1月9日　追手町松下氏の宅に滞在。

大野田田真 ？− ？　筆師、大墜堂という。「南信」大正10年7月3日　7/1来飯、本町三の麻屋旅館に投宿。数日間滞在

して書画家の求めに応じた。

大亦墨亭 （おおまたぼくてい）1879ー1951　京都生まれの画家。森川曽文・菊池芳文に学んだ。都路華香婦人の弟。

「南信」明治35年7月18日神坂峠を越えて来飯。柳絲館に滞在して揮毫。

大八木也香 1874ー？　東京出身の画家。本名は虎三郎。佐竹永湖に学んで、文晁系の画風を修め、日本美術協会展や

日本画会展に参加。日本南宗画会の幹事を務めた。「南信」大正5年7月3日　8/3　8/29　8/2に同好者の招

きで来飯、主税町長坂邸で揮毫。8/29の記事は駒場で客死した藤森紫僊の墓碑建立に協力を承知した。9月

上旬に画会を開催予定の報。

岡　雨竹 1834ー？　画家。平野五岳に師事したというが、詳細不明。「南信」大正5年6月7日　この頃来遊し、求め

に応じて揮毫した。以前にも来飯歴あるも不明。

岡　精一 1868ー1944　「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記事。参

加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・藤井浩

祐・石井鶴造ほか。

岡田琴湖 1863ー1945　長崎生まれの画家。南北両派を学び、美人画・肖像画に秀でた。「南信」明治40年12月19日に

近日来飯の予告。

岡田琴嶺 ？ー？　「南信」明治41年1月10日　2/21　2/25　昨年から滞在していたが。2/23には仙鶴楼で岡田西湖も

参加し画会、揮毫。

岡田華莚 1864ー？　画家。本名直次郎。尾形光琳・山本梅逸・菊池容斎等を研究。明治41年1月28日　2/9　2/16

3/25　華邨は2/16来飯。鈴木華邨に素山とともに随行。3/24帰京。

岡田百練 1835ー1915　上郷町出身の画家。本名虎寿郎。はじめ原蓬山に学び、のちに富岡鐵齋に私淑。農業を生業



とし、その傍らで画作を続けた。別号に西湖・百蓮などある。大正4年8月4日　8/10　8/1に没し、20人程

が集まり、8日追悼会開かれ、大平小洲らが席上揮毫した。

尾形月耕 1859ー1920　江戸の画家。本姓は田井、本名は正乃助、尾形光哉を嗣いで尾形姓となる。谷文晁・菊池容

斎・河鍋暁斎に師事。日本美術院創立時正会員として参加、その後、旧派主体の日本美術協会に移った。

「南信」明治45年4月27日　4/30　5/1　27日来飯、蕉梧堂に宿泊。蕉梧堂の仲介で揮毫募集。大正元年10月

1日佐久での百画会予告。大瀧雨山・鈴木雨渓・安田蕉堂らと参加予定の報。

岡本清彦 1869ー1921　四条派の画家。本名祖山末吉。文展など新派の隆盛に反発して、明治44年川端玉章らの出品

作品に墨を塗る事件を起こした。「南信」明治40年8月15日は伊那に滞在し、揮毫している報。「南信」明治

40年2月29日　3/13　3/15　再遊。箕瀬の柏心寺にて郷土作家も参加して画会を開催。大正元年8月20日

8/24　9/8　9/10　11/10　8月に再遊、主税町巴旅館に投宿、荒町の正念寺にて公開揮毫及び講話、9/8は

仙鶴楼で懇親会。絹本30点制作が記載。

岡本豊彦 1773ー1845　字は子彦、号■草冠に紅。村、丹岳、鯉■山扁に喬。、澄神、通称主馬。

岡村松里 1854ー1913　甲斐の生まれの南宗画家。父古屋琴雅・瀧和亭に学んだ。「南信」明治43年4月22日　4/24

来飯中の里松の画会が雁鍋から仙寿楼に変更された報。

小川柳翠 1862ー1928　画家。福島柳畝の門。東京研美会に出品、信濃雅友会・信濃文墨会の副会長を任じた。「南信」

大正3年1月9日　1/17　2/21　1月には来飯、知久町稲葉館に滞在。22日に常盤町鯛飯楼で大平小洲らも参

加して画会が開催。

奥原晴湖 1837ー1913　本名は池田せつ、通称せい子、はじめ石芳のちに秋琴、珠琴、蘭瑛、雲錦、静古、星古。堂

号は墨吐煙雲楼、繍水草堂。

奥村西鴨 ？− ？　愛知県出身の画家　小華門下という。雲井庵、鴨斎とも。明治36年9月24日「南信」10/22　大鹿

村鹿塩に来遊滞在の記事。「南信」明治43年10月16日　漫遊中に来飯。喬木村で抽選会を開催。

荻原井泉水 1884ー1976　東京の俳人。本名藤吉、別号に愛桜・随翁がある。東京帝大卒。はじめ河東碧梧桐の新傾向

俳句運動に参加するが、後に別れて無定型自由俳句を唱導。門下に種田山頭火、尾崎放哉がいる。「南信」

大正6年10月30日　11/11　27日に来飯していた井泉水は常盤町仙寿楼で句会を開催。当地の参加者は30人。

翌28日は天龍峡探勝の後、三宜亭で句会、29日に退飯。「層雲」支部は吉川窮鼠が務めた。信濃時事に俳壇

あり。大正7年6月2日　2日伊那から来飯、3日上飯田風越館で講話を開催、席上吟を行うとある。退飯時期

不明。

小田半渓 1864ー1902　長崎生まれの画家

小田仁益之 ？− ？　洋画家。大正5年に東京美術学校西洋画科を卒業。織田信夫か？詳細不明。「南信」大正5年7月12

日　天龍峡探勝を目的に来飯、追手町だるまやに滞在、揮毫に応じていた。

尾竹国観 1880ー1945　新潟県出身の画家。本名は亀吉、兄に日本画の越堂と竹坡がいる。上京して、高橋太華・小

堀鞆音に師事、日本美術院に参加、文展に出品し脚光を浴びる。大正2年には兄弟で八華会を結成。「南信」

大正3年7月14日来飯予定の記事があるが、来飯日時は不明。

尾竹竹坡 1878ー1936　新潟県出身の画家。本名は染吉。兄に越堂、弟に国観があいる。初め笹田雲石に学び、上京

後、川端玉章に師事。初期の日本美術院に参加、文展に出品。昭和4年に美術行政への不満から総選挙に出

馬して落選、以降は不遇の日々を送った。「南信」大正3年7月22日に来飯して蕉梧堂に投宿の記載。7/26

8/1　作品の頒布会と天龍峡探勝が目的。宮田司山が席上揮毫した。大正6年7月25日東洋美術会の主催する

頒布会の会員募集広告。

小野竹喬 1889ー1979　本名は小野英吉、竹内栖鳳に師事、栖鳳から竹橋の号を授かる。



小野桜山 1852ー　備後の画家。本名は虎太。森山湘帆・魚住荊石に学ぶ。「南信」大正2年4月12日、蕉梧堂に滞在し

ていた桜山が赤穂に向けて写生をしながら天竜川を北上を報ずる。

尾林焼 大正12年8月10日　8/17　9/22から上野不忍池の記念博覧会。加藤直久・中村昇堂・林朴斎・三輪石潤・木

下卓斎の作品を出品。

か

河合英忠 1882ー1921　東京出身の画家。本名六之助。右田年英に学ぶ。日本美術協会・日本絵画協会・烏合会に参

加。大正2年文展に初入選。「南信」大正4年8月31日　この時期、飯田に滞在。

峡会（かいかい？）　「南信」大正8年3月16日　峡の華社では3/18荒町太宰楼で文展入選画家作品頒布会の開催を計画。

出席者不明。

神楽江巻石 1863ー1934　播磨出身の書画家。本名薫、別号に下学迂士・中先生・雲嶢（糸へん）斎。儒学を河野李

一・秋山罷斎・南摩羽峰・内藤耻叟に、画法は中西耕石に学ぶ。また書にも長じた。枢密院に勤務し、退

官後は日下部鳴鶴や杉聴雨らと交友をもった。「南信」大正7年11月6日　11/16　天龍峡探勝を目的に滞在

していた巻石に依頼して作品頒布会を開いたという報。

片上　伸 1884ー1928　愛媛出身のロシア文学者。早稲田出身で、同大学の教授となる。ロシア留学の後、早大に露

文科を設立、プロレタリア文学を唱導した。「南信」大正8年7月1日　7/9-11　8/21　9/21　9/24　9/26-27

9/30　10/2　この年9月竜丘小学校で開催された「第2回全国児童自由画展覧会」に関する記事。作品審査

のため島木赤彦・山本鼎とともに来飯。9/24には講演会も行った。その後、島木と片上は下伊那読書会が

主催した講演会で講演した。同展の開催については竜丘の木下紫水（茂男）が仲介に奔走した。

糟屋谷。磯丸歌人・歌が災難除けとして庶民に信仰された。

霞山人鐵牛 ？ー？　画家　「南信」明治35年7月18日来飯予定の記事。

笠井竹亭 ？ー？　画家。「南信」明治45年6月30日　主税町大和館に滞在、揮毫。

片倉白麟 ？ー？　山形の画家。菅原白龍に師事。「南信」明治40年3月24日来飯、柏心寺に滞在。

片野湘雲 1875ー1939　上溝の提灯職人の子として生まれました。ほぼ独学で日本画や書を学び、いつしか荒木十畝

ら有名画家、さらには有力政治家や富豪とつながりを持つようになり、しばしば彼らと行動を共にするよ

うになります。また、画家としての活躍も相模原市域に限ったものではなく、厚木や愛川、さらには遠く

信州や東海にまで及び、むしろそちらでの活躍が語り草になるほどでした。「南信」大正14年4月23日　5/9

天龍峡探勝を目途に来飯、これにあわせて今村正一、宮沢秀文、遠山方景、座光寺北原医院、平岡村熊谷

敬一らが画会を計画した。5/9には蕉梧堂に投宿して、揮毫に応じている。

堅山南風　1887ー1980　日本画家。熊本に生まれる。本名熊次。高橋広湖に師事、巽画会に参加。大正2年文展に入選、

後に日本美術院に参加。「南信」大正10年

加藤紫雲 1891ー？　東京出身の画家。「南信」大正8年7月8日　山内多聞に連れられ、天龍峡探勝のために来飯し、

扇町蕉梧堂に投宿した。滞在期間やその他講堂は不明。

加藤淘綾 1901ー1987　安田靭彦の外弟子、島木赤彦らアララギ派の歌人たちと関係が深く、下伊那にはよく足を運

んでいる。

香取秀真 1874ー1954　千葉生まれ、本名秀次郎。東京美術学校卒、母校の教授となる。鋳金工芸作家・歌人。芥川

龍之介との交流がある。



狩野養信 （かのうおさのぶ）1796ー1846　京都の画家。「南信」明治42年11月23日　11/26　来飯し揮毫。狩野山涯

藤原養信と名乗っているが詳細は不明。明治43年8月9日　牛田松南の画会に参加。

加納鉄哉 1845ー1925　岐阜生まれの画家・篆刻家。画を村田暢堂に学んだ。「南信」明治43年4月22日　7/8　蕉梧堂

に滞在、揮毫しているの報。

金島桂華 （かなしまけいか）1892ー1974　本名は政太、平井直水・竹内栖鳳に師事。

金井金洞 1833-1907　書家。政治家を経て元老院議長・貴族院議員になる。之恭とも称した。明治36年8月30「南信」

9/10　11/13　11/27　12/9　９月に来飯し、２ヶ月に渡って滞在した。

金井信仙 ？ー？　松本出身の書家　明治37年7月6日「南信」9/15　11/13　峯高寺に滞在して揮毫。明治40年7月13

日　9/7　10/9再遊の予告から翠石送別会参加、揮毫。10/20より大横町峯高寺に宿所を移す報。

金光梅北 ？− ？　書家で漢詩人。鈴木松年と交流があった。「南信」大正5年

嘉納治五郎 1860ー1938　摂津出身の柔術家・教育家。東大在学中から柔術を学び、明治15年に講道館を開く。学習院

教授、」第一高等中学校長などを勤め、書に堪能であった。「南信」大正6年5月20日　5/24　5/27　5/29

上伊那教育会の春季総会に講演を行うため5/25県内に入った。上諏訪に一泊、伊那に到着し、武井製糸場

を視察して、伊那小学校で講演会を行った。その後、下伊那教育会と郡青年会の招聘で27日来飯、飯田小

学校で講演会を行い、扇町蕉梧堂で一泊、翌日弁天から乗船して天龍峡を探勝して退飯。

加納鉄哉 1845ー1925　彫刻家、岐阜生まれ、本名は光太郎。東京美術学校で教鞭をとり、退職後は木彫・銅像・乾

漆像などの制作をしちゃ。「南信」明治43年

狩野養信 ？− ？　日本画家。京都の画家で、陶器師七兵衛の子、狩野山涯藤原養信と名乗ったという。「南信」明治

42年・43年。

鹿子木孟郎 1874ー1941　岡山県の画家。小山正太郎の不同舎で学び、明治33年に渡欧。帰国後は太平洋画会に参加、

文展など官展を中心に活動。「南信」大正2年12月12日　12/19　来飯予告。

神尾華郷 ？ー？　詳細不明。「南信」明治44年3月22日　7/16　3月来飯、主税町吉野館に滞在した。7月には大島村

大島銀行で画会。

上村彦之丞 1849ー1920　海軍大将、男爵。日露戦争で第二艦隊司令官などを務めた。「南信」大正2年

神谷大周 1841ー1920　三河生まれの僧侶。号に甘黙、東海主人。「南信」明治45年亀割　隆 1901ー1981　「南信」

大正15年10月14日　第７回帝展に入選の報。下伊那出身の青年画家入選

川上邦世 1886ー1925　彫刻家。東京美術学校で高村光雲に学ぶ。文展、のちに院展で活躍。「南信」大正5年3月12日

来遊の希望を新聞社を通して打診の報。

川北霞峯 1875ー1940　京都生まれの画家。本名源之助。幸野楳嶺と菊池芳文に師事。明治40年から文展に出品、大

正8年には帝展推薦、13年に委員となった。明治31年から京都市美術工芸学校で教鞭を執っている。「南信」

大正3年11月6日　7日に来飯し、主税町吉野館に滞在の予告。

河島梅峰 1876ー？　画家。川合玉堂に師事、文展・帝展へ作品を寄せた。「南信」大正6年11月28日　天龍峡探勝を

目的に27日来飯し、扇町・蕉梧堂に投宿。有志の希望でしばらく滞飯し、揮毫に応じるとの報。滞飯日時

は不明。

川端玉章 1842ー1913　本名は滝之助

川端春翠 1881ー1934　京都生まれの画家、本名敬男。京都美術工芸学校に学び、山元春挙に師事。インド渡航歴が

あり。「南信」大正6年6月23日に天龍峡探勝を目的に来飯。

河原■年 ？− ？　■は木偏に百。詳細不詳。「南信」大正11年11月10日に11/8に来飯、揮毫の記事あり。

神田朔山 1855ー　九州荒戸の画家。耶馬渓の画を得意にする。明治39年6月23日「南信」7/5　6月に来飯、蕉梧堂に



投宿。各地巡遊の途中立ち寄った。「南信」明治40年3月20日　3/22　3/24　近日中に帰京するの報。

きの字 ？ー？　南信記者？　「南信」大正2年6月26日　竹林会

菊池契月 1879ー1955　本名細野完爾、長野県中野市出身。

岸　暁秀 ？− ？　画家　鈴木雨渓と来飯　明治36年5月14日「南信」飯田に滞在　5/19。

岸　勝 1869ー？　岸竹堂に学ぶ。岸駒の曾孫で、竹堂の従兄弟にあたる。「南信」明治44年10月21日　10/26　10

月に来飯し蕉梧堂に投宿。

岸田劉生 1891ー1929　「南信」大正10年6月3日　6/4-5に上伊那郡伊那小学校で劉生の展覧会が開催されるという記

事。「南信」大正13年7月20日　飯田の青年作家の組織「水曜会」で7/19-20展覧会を開催するが、岸田作品

も１枚出品とある。

岸辺福雄 1873ー1958　「南信」大正10年1月23日　1/30　座光寺小学校や龍江小学校で開催された自由画研究会に山

本鼎とともに参加を報じた。「自由画運動」の項も参照。

北島年清 1858ー？　飯田伝馬町出身、本名秀司。北斎門に入り、後年芳年門に移った。渡清歴あり。肖像画に秀で

た。「南信」明治42年10月1日　10/10　5/29　6/1　有賀盈重の転任送別会の画会に出席、席上揮毫した。

小洲・蘇雲・龍邸らが参加。

北原三佳 1895ー1970　「南信」大正14年5月26日　11/29　12/3　12/13　貞明皇后が大正天皇の平癒祈願のため京都

瑞龍寺に香炉の奉納を計画、その製作を山本村出身の北原三佳に命じた。記事は三佳の紹介。11/29に香炉

が完成して宮内省へ献上、これを記念して飯田で三佳展を計画との報。

北原白秋 1885ー1942　福岡出身の詩人・歌人。本名は隆吉。早大中退。明治41年にパンの会をおこして耽美主義の

運動を唱導「邪宗門」を刊行。後に歌誌「多摩」を創刊。「南信」大正8年4月22日　4/22　4/26-27　4/29

5/31　6/5　太田水穂とともに4/24来飯し、今宮の風越館で講演会・短歌会を開く。26日は天龍峡探勝を行

い、27日退飯した。「潮騒」6月号に「南信遊行記」が掲載された。

鬼頭如石 1891ー？　名古屋出身の画家、本名米吉。河合玉堂に師事。「南信」大正2年12/9　藤森紫仙の画会で、大

平小洲・木下蘇雲等とともに席上揮毫参加。大正2年10月29-30日　12/3　紫僊画会に参加。大正3年1月11

日　1/20　前年の12月に来飯、主税町吉野館に投宿、12月7日の藤森紫僊画会にも参加。天龍峡探勝、画会

は1/20常盤町仙寿楼で「作品百種の絹画」を陳列、頒布とある。

木下小麟 1890ー1970　龍江の画家。本名寛司。大平小洲に師事し、大正末期には上京して松林桂月に学んだ。「南信」

大正6年1月27日　25日座光寺棚田家で画会を開催。50人以上集まり、席上小洲も揮毫したとの報。

木下静涯 1887ー1988　上伊那中沢の画家。村瀬玉田門、山本清彦来飯中に交流あり。

木下紫水 1882ー1951　駄科生まれの美術教育家。本名茂男。松尾・竜丘尋常小学校で図画の教師を勤め、山本鼎の

提唱する自由画運動を実践する。「南信」大正2年2月26日　2/27　実践論を掲載。大正6年12月5日　下伊那

教育部会第七支会が主催で自由画展覧会が催され、紫水が講演した旨の報。自由画展覧会参照。大正9年1

月1日　2/28　7/27　教育関係の投稿記事と、下條村睦沢小学校での講演会、他。大正11年1月22日　12/6

12/9　1月は親田青年会での講演会、12月は泰阜村の南山小学校での講演会の記事。大正12年5月16日　連

合婦人会の講習会に講師として出演予定。大正13年11月18日、千代小学校の講演会の報。大正15年1月20日

下條村公会堂で1/16に講演会開催の報。

木下卓斎 萩元■斎門。「南信」大正3年12月3日　朝鮮総督府に設置された商品陳列館に作品を展示。

木下蘇雲 1856ー1926　毛賀の画家。明治36年から飯田高等女学校で教鞭をとる。「南信」明治40年4月6日　3/31に鼎

村中央倶楽部で蘇雲の画会あり。「南信」明治41年3月15日の岡本清彦主催の百画会に郷土作家のひとりと

して参加。明治45年7月26日　蘇雲の絵画論。大正2年10月29-30日　12/3　紫僊画会に参加。



木下正洲 ？ー？　「南信」大正2年10月29-30日　12/3　紫僊画会に参加

木村其蕉 1850ー1937　南画家。長野市に生まれ、父の木村培蕉に学び、後に日本美術協会に参加。明治35年9月26日

に伊那の油屋に滞在、揮毫した。

木村武山 1876− 1942　茨城県笠間の画家、本名信太郎。笠間の南画家桜井華陵につき、上京して川端玉章の門、東

京美術学校研究科修了後は日本美術院に参加、正会員。同院が茨城県五浦の地に移転すると、横山大観・

下村観山・菱田春草とともにこれにしたが、同地で制作を続けた。帰京後、日本美術院が再興されると同

院の経営同人・評議員として活躍した。「南信」大正6年6月22日　9/29　天龍峡探勝を目的に来訪を伝えら

れ、遅れて29日着飯したらしい。画会なども催された。同年の春草宛書簡には赤井正方と坂慶山をともな

っての来飯で１ヶ月以上滞在し、8/3天竜川を下って帰京している。美博の岩崎コレクションにこのときの

揮毫作品がある。

峡風印社 「南信」大正10年1月19日　3/15　地元で活動する篆刻家の山田虚六（居麓）・吉沢白城・今牧光山らが主

唱した組織。篆刻の研究と指導を行った。会員30人に達しており、3/1に第一回の会合をもった。記事によ

れば機関誌「印譜」を発行しており、3/20には３号が発行される報。

金原省吾 1888ー1958（きんばら・せいご）諏訪郡湖東村の河西家に生まれ、大正元年、島木赤彦の媒酌によって、

長野県安曇郡大町の金原よしをと結婚して金原姓を名乗った。長野県師範学校、早稲田大学に学び、昭和

三十年、『絵画に於ける線の研究』によって、早稲田大学より文学博士の学位を受けた。金原氏は、武蔵野

美術大学の教授・教務主任として、教育経営に心血を傾注し、多くの俊秀を世に送り出した。「南信」大正

14年11月14日　11/25　下伊那郡教育部会の招聘で神稲小学校で11/22-23に図画の講習会を開催。

愚翁 書家？　「南信」大正14年3月20日に飯田に滞在中で揮毫に応じていた。

久我通久 「こが　みちつね」を参照。

日下錦堂 ？− ？　山梨出身の書家という。「南信」明治44年4月11日　6/16　辰野に滞在、文墨会を開催、6月暴風雨

のため来飯中止。大正5年9月5日　箕瀬町長源寺に滞在、文墨会を開催して求めに応じて揮毫するの報。

窪田松門 ？− ？　「南信」大正3年2月10日　3/12　信州美術家大懇親会　松門と新村翠石によって計画され、画家

20余名の賛意を得て、4月中に開催予定。3月にその詳細が記され、大平小洲・藤森紫僊・板倉石山・宮田

松門・轟杏圃・新村翠石、他が発起人。中央から池上秀畝・小坂芝田・中村不折らが参加予定で、4月4日

開催、抽選で作家の作品が頒布される。

久保田僊斎 1864ー1926　山本の画家。本名鈴之助。別号に雪窓・耕学・石林・星城・仙斎がある。森寛斎の門。「南信」

大正3年1月15日、松尾村須川楼で大平重太郎らが主唱して画会を催した。抽選によって作品頒布。

久保田米州 ？ー？　画家、東京都出身。菊池容斎門下。横浜絵画研究会、日本絵画協会、日本美術院連合共進会、寺

崎廣業門の美術研精会に参加。明治35年3月12日、飯田下川路に着、旭楼で揮毫。5月には上伊那郡赤穂村

巴館に滞在し揮毫。3/16-6/12。

熊谷尚彦 幼名は藤太郎、熊谷左門の養子。

倉沢興世 1895ー1980　本名量世。「南信」大正14年10月14日　第６回帝展出品作「よどみ」の入選の報。大正15年3

月30日　4/27　10/13　10/17　第７回帝展に入選の報。

倉田白羊 1881ー1938　日本の洋画家。自然をモデルにした作品を多く発表した。山本鼎の提唱した農民美術運動の

協力者でもある。本名は重吉（しげよし）。「南信」大正13年3月2日　3/7　3/2-6まで鼎の実業補修学校女

子部の招聘で農民美術講習会を開催。講師は、白羊の他、吉池こう・富岡ひ■よ

倉光松園 ？ー？　閨秀画家。小室翠雲に師事し山水を修め、また小堀鞆音にも学んだ。詳細不明。「南信」大正8年3

月13日、飯田町出身の長谷只四郎とともに3/11来飯して、主税町吉野館に投宿した。大正9年の記事に「東



海松園」という女流作家の来遊が記されており、東海松園は大正8年夏に来飯して、吉野館滞在後に知久

町・樋口秀雄宅に寄寓し評判になったとあるが、同一人物か？

黒部拈華 1856ー？　本名黙。画家、詩文を岡本黄石に、南画を牧芝石・日根野対山に学んだ。三度清国に赴き、ま

た日本各地を歴遊した。明治37年3月15日「南信」7/26　12/29　須坂に滞在中の拈華が飯田に来遊する等。

数日の予定が半年にも及ぶ滞在になった。明治38年4/13「南信」「南保是楽先生百画会」　4/15　4/21　4/27、

その後5月2日に飯田出立。明治43年10月6日来飯、2週間滞在。大正4年11月28日この頃滞飯中、12/1に伝馬

町善勝寺で山水画36幅を陳列する「三十六幅会」を計画、希望者に頒布の報。

■■暁華 ？ー？　青年画家。「南信」大正9年6月11日　6/12-13　6/17　辰野から飯田へ徒歩旅行の道中記。当地で

の活動、滞在は不明。

■■敬仲 ？− ？　画家　詳細不明　「南信」大正7年5月24日　伝馬町西教寺の本堂庫裡落成を記念して襖絵を揮毫

するために6/20頃来飯予定の報。

小泉探草 ？ー？　東京美術学校卒、橋本雅邦の門に学ぶ。一時は玉章門にも入った。飯田住の小池孤舟の弟という。

「南信」明治43年6月1日　6/18　6/30　7/15　郷土画家の協力によって画会を開催。

小泉城南 ？ー？　新潟生まれの画家。肖像画に秀でる。「南信」明治40年10月9日桜町松坂屋に滞在、揮毫するの報。

幸野楳嶺 1844ー1895　名は直豊、幼名角三郎、字思順、別号鶯夢、長安堂、青龍館、六柳北圃など。

上妻陽年 1883ー？　「南信」大正14年7月14日　8/14　8/18　11/6　7月には滞飯、二の丸稲葉館に投宿して揮毫。

11月頃まで滞飯。帰京にあたって画会が開かれた。参加者　塩沢直市・松浦霞舟・松井亜堂・福住春海・

代田芳太郎・伊藤伝蔵・萩元隼人・安藤耕斎・前沢明文・下島元三・平野桑四郎ら。

久我通久 1842ー1925　（こが みちつね）は京都出身の公卿。陸軍軍人、政治家、官僚として活躍し、侯爵の位を授

けられた。和歌や書道、謡曲、歌詞などに堪能な趣味人としても知られた。元老院議員で書家。東京都知

事などを歴任。「南信」明治39年8月15日「南信」8/26　8/28　8/30　9/1　名教学校設立の資金調達のため

来飯、蕉梧堂に投宿。9月2日まで滞在し、揮毫に応じた。大正11年11月26日　来飯予定の記事、詳細不明。

小坂芝田 1872ー1917　上伊那郡小沢村出身。松山素屋・児玉果亭に学び、日本美術協会・日本画会・文展に参加。

明治39年には山内米華らと日本南宋画会を創立。「南信」明治35年4月5日 、明治43年11月2日　12/20

11/8に開催された松林桂月の画会に参加の報。大正5年9月5日　9/14　10/11　画会の予告、21日来飯して

画会に臨席、伝馬町善勝寺にしばらく滞在して揮毫依頼を受ける予定。大正6年9月8日死亡記事。

児島絃雨 ？− ？　白馬会会員の画家。新日本油絵・パステル・水彩を描き、琵琶に堪能との報。「南信」大正4年7月

18日　7/29　8/17　8/31　石橋菖雨とともに来飯、追手町の松下家に滞在、揮毫に応じる。8/3-4に弾奏家

菅沼神戸等と主税町曙座で、その他飯田高等女学校・飯田小学校などで弾奏会を催している。大正7年8月

30日　9/3　9/4　9/26　10/9　11/2　檜山広容と一緒に、当地で琵琶の講演をするために来飯。8/31伝馬

町西教寺、9/1-2飯田町の面白倶楽部他、郡内小学校など各所で弾奏した。

小島巴成 「南信」大正13年1月18日　1/20赤穂村丸屋旅館の新年俳句会に参加予定の報。

児玉果亭 1841ー1913　画家。渋温泉に生まれた。本名は道弘、字に士毅。佐久間雪窓に南蘋派を学び、各地を遊歴。

後に田能村直入のもとで南画を修めた。「南信」大正2年1月18日　3/1　児島の逝去を伝える報、3/1は清水

対岳坊の遺墨展観覧の記事。

呉春 1752ー1811　村松月渓。名は豊昌、字を裕甫のち伯望、通称を文蔵、嘉左衛門。別号に月谿・可転・允白、

存允白、孫石、軒号に百昌堂・蕉雨亭など。

小杉未醒 1881ー1964　栃木出身の画家、本名国太郎。はじめ五百城文哉に洋画を、のちに上京して小山正太郎の不

同舎に学ぶ。明治40年「方寸」同人、欧州留学から帰国後の大正3年、日本美術院に属して洋画部を設立、



後に春陽会を結成した。後年、日本画に転じた。転向後は放菴と号した。「南信」大正8年5月14日　平塚断

水とともに知久町柳絲館に滞在し、後天龍峡探索の予定。

小平雪人 ？− ？　画家、京都の作家で水彩画と肖像画に秀でた。「南信」明治35年

小林古径 1883ー1957　梶田半古に師事。

小林雅堂 ？ー？　京都の画家。水彩肖像画に長じた。明治35年9月26日「南信」知久町柳絲館に滞在、肖像を画いた。

小堀鞆音 本名は須藤桂三郎、父は晏斎、長兄は勝三は桂雲。

小松宇太郎 ？− ？　「南信」大正13年3月12日　3/21　8/14　8/16　9/21　9/23　2月25日に放火によって焼失した犯

人として拘引された。記事には彼の素行などが紹介されている。しかし8月になって真犯人が逮捕され、小

松の嫌疑は晴れ、9/20予審免訴になった。大正14年2月7日　2/13-14　2/22　2/26　上伊那に引き揚げてい

った小松へ下伊那教育会部会の有志が発起して、義捐金募集を開始した。またその取材記事。大正15年8月

30　9/8　9/20　9/28　上京して本郷洋画研究所に学ぶ様子。9/1-2に松本公会堂、9/28-29に117銀行ビル

で「個人展覧会」を開催。

小宮豊隆 1884ー1966　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29　早瀬　滉、和辻哲郎、

津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能成、太田

水穂とともに来飯。

小室翠雲 1874− 1945　群馬県出身の画家。田崎草雲に師事。上京して日本美術協会、文展開設後は審査員を務める。

大正10年日本南画院を結成し、南画の普及と研究に努めた。「南信」大正2年11月22日、扇町蕉梧堂に投宿、

揮毫していた。

小森日章 ？− ？　日本画家。京都の画家か？「南信」大正10年

小山栄達 1880ー1945　東京出身の画家。本名政治、本田錦吉郎に洋画を学び、次いで鈴木栄暁に日本画を学んだ後

に小堀鞆音に師事した。歴史風俗画会に参加し、また安田靭彦らと紫紅会（のちの紅児会）を結成。日本

絵画協会・巽画会・日月会に出品、明治44年以降は文展・帝展を舞台に活躍した。「南信」大正10年8月16

日　小山栄達・西沢笛畝・永田春水・織田観潮・堅山南風・本田穆堂・山田真山・橋本邦助・広瀬東畝・

木下■■・林田春潮の11人で天龍峡を探勝した。　

権東鎮 ？ー？　朝鮮の独立運動家。明治35年11月2日-27日、常盤町の仙楼で「文墨会」を開催。

洪俊龍 韓国人　帰化して青木九治と名乗る。明治36年11月1日「南信」11/6　11/8　11/14　11/20　11/21　上伊

那の朝日村で「文墨会」を開催後、飯田に。

梧桐会 飯田の洋画家の組織。「南信」大正12年4/11　4/14　4/18-20　10/25　11/4　11/6　11/7-9　展覧会の開催

と講評。志賀寛治・山田精一・伊藤真之助・北川隆次・大輪集・原覚一郎・牧内駿司・矢高束・那須勝

彦・正木ひろしなどが参加していた。第１回を4月、第2回を11月に開いている。大正13年10月9日　11/1

第３回の洋画展覧会の計画など。大正14年9月11日　9/28　10/20　第４回の梧桐会展覧会が10/18-19に117

銀行で開催。出品作家と作品が紹介された。那須勝彦・伊藤真之助・山田精一・北原欽治・大輪集・阿部

忠助・牧内駿司・松田春海・牧内武司。大正15年11月2日　11/3　第５回梧桐会開催の様子（11/1）出品者

は伊藤真之助・北原欽治・大輪集・松田春海ら。

近藤七郎 ？− ？　「南信」大正15年4月21日　4/29　5/1-2　南信新聞社主催で5/1-2　個人展覧会を開催。本人が来

飯したかどうかは不明。

さ



斎藤茂吉 1882ー1953　日本の歌人、精神科医である。伊藤左千夫門下であり、大正から昭和前期にかけてのアララ

ギの中心人物。「南信」大正15年10月30日　11月上旬来飯の予定。しかし実際に来たかどうかは不明。

西郷孤月 1873-1912　画家、東京美術学校を卒業、日本美術院正会員として朦朧体の研究を行う。明治38年9月6日

「南信」9/24　孤月の来飯、欧米遊学の資金づくりに各地で揮毫中、来飯。

斎田素洲 1893ー？　「南信」大正13年8月10日　8/14　8/2に「全国知名新聞記者団一行」に参加して来飯。「赤石踏

破天龍下り」が目的。石楠派の俳人。

斎藤五百枝 1881ー1966　洋画家。千葉県出身。東京美術学校西洋画科で岡田三郎助に師事。「南信」大正５年

斎藤弓弦 1881ー1974　宮崎生まれの日本画家。日本美術協会に出品。「南信」大正5年

坂　慶山 大正6年6月下旬、木村武山に従って来飯、8月初旬帰京。木村武山参照。

坂　正臣 1855ー1931　尾張出身の歌人。茅田小民と号する。宮内庁御歌所寄人。高崎正風門。書を坂広雄に、歌を

富樫広厚に学んだ。「南信」大正6年7月18日　7/21　遠山英一と大日本歌道奨励会南信支部の招聘によって

来飯、16-19日、各地で歌会を開く。

阪井南洋 1847ー1922　旧高知藩士、西南戦争・日清日露戦争に従軍した陸軍軍人で男爵。詩歌に長じ、書画が巧み

であった。「南信」大正6年5月11日　5/15-18　5/20　5/22　5/25　5/27　5/31　6/2　天龍峡探勝を目的に

5/14上伊那から5/15来飯。扇町蕉梧堂に入り、同日天龍峡探勝、能く16以降もその動静を追い、17日揮毫

の後、退飯。5/18以降は、当地の詩人遠山乾斎による漢詩が掲載されている。

作画協会 「南信」大正6年5月5日　5/8　5/10　5/12　8/13　5/15　東京の作画協会という組織が、当地で開催した

巡回展に関する記事。東京美術学校出身の新作家による日本画・洋画・店頭装飾・広告図案など総数400点

に及ぶ作品展。追手町繭市場での開催だったが、展示作業が遅れ13日から16日までの開催となった。日本

画：鈴木嶺霞・中島敬美・斎藤龍江・児島天来・山本茂麿ほか、洋画：岡吉枝・進藤吾一・関口隆嗣・池

田永治・小糸源太郎・河原崎国太郎・満谷国四郎・石橋武助・寺内万次郎・大沼林右衛門・清水良雄、版

画：遠山教円、石橋菖雨が解説。

桜町紫峰 ？ー？　肖像画家　明治38年8月11日「南信」文星堂に招かれての来飯。

佐々木船山 ？− ？　飛州船津の人。明治39年来飯。

佐竹永邨 1845ー1922　岩城白河の画家。「南信」明治40年7月7日　8/22　天龍峡探勝と画会開催を目的に来飯した池

上秀畝に牧野永昭・松林桂月とともに随行した。画会では郷土作家も加わって揮毫。

佐竹永陵 1872ー1937　東京出身の画家。旧姓黒田、本名は銀十郎。佐竹永湖に師事し、後に佐竹家を嗣ぐ。日本美

術協会・日本画会・日本南宗画会などに参加。「南信」大正8年7月12日　当地の北林表具店などが主催にな

り、佐竹永陵の作品の頒布会の広告記事。永陵が来飯したというものではない。

佐竹蓬平 1750ー1807　江戸後期の日本画家。「南信」大正15年3月18日　3/21　高田竹山来飯を機に佐竹蓬平・鈴木

芙蓉の三人展を大瀬木公会堂で開催。主唱者は片山均。

皐芙蓉 ？− ？　日本画家　詳細不明　「南信」大正8年

五月会 「南信」大正8年4月23日　斎藤誠逸郎・伊藤真之助・松浦・新井・原田・吉沢・米久保慎太郎・松江・山

田精一ら郡下の洋画家らの会。南信・信濃時事・信毎・長野の各新聞の後援で「洋画写真展覧会」の開催

を計画、5/3-4、飯田小学校で開催の予告。

佐藤華岳 1883ー？　盛岡出身の画家。本名は啓助。荒木寛畝・高森砕厳らに師事。日本画会常任幹事や日本南宋画

会の幹事、後には帝展にも出品。「南信」大正6年2月3日　2/7　2/13　2/20　9/8　２月初頭に来飯。来飯

中の鈴木晴波の「百画会」に参加、後2/16の佐藤華岳の画会に大平小洲・木下蘇雲・井出嘉汕・来飯中の

中西転石・石島竹涯（サンズイなし）と参加。退飯期日は不明。



佐藤雪洞 1893ー1986　東京出身の画家。本名源作。大森敬堂に師事。明治末に長野に滞在し、伊那・駒ヶ根と転居。

後に赤穂高校などで教鞭をとっている。

佐藤明誠 ？− ？　飯田小学校校長の中村七五郎の肖像彫刻の制作者。「南信」大正13年4月12日　6/1　6/3　10/30

肖像の制作過程の紹介。10/31の除幕式が延期。

三谷会 「南信」大正8年7月9日　塩澤萬象・橋都素人・松枝花洲・大平小洲・井出嘉汕・田中大越・下平龍邱・松

浦霞舟」ら郷土作家らによる組織。7/7に上郷阿弥陀寺で同会を開催したが、豪雨のため萬象・素人・花洲

らのみの参加で、参会者は静寂の中で寄せ書きの揮毫をした。

塩谷寛泉 ？− ？　四条派の画家。「南信」明治44年8月10日　10/26　9月下旬来飯、常盤町鯛飯楼で郷土作家の協力

を得て画会を開催。

塩沢萬象 ？− ？　「南信」大正2年7月29日　劇作寄書会

志賀寛治 本名が洋、「南信」大正10年5月31日　京都帝大助手になり飯田を離れることになった松岡正雄の後任とし

て5/30に飯田中学校図画担当教諭に着任。10月12-14日　中島呉服店の洋画展覧会に名前を確認。大正12年

4月14日　4/18　4/19　5/1　6/12　9/7　11/4　11/9　11/22　飯田中学に図画教員として在飯中に各展覧

会に出品した記事と、短歌に関する活動の記事。また、関東大震災に遭遇した記録。大正12年4月14日

4/18-19　5/1　6/12　9/7　11/4　11/9　11/22　梧桐会の講評など。大正13年3月30日離任の報。後任は阿

部忠助。

柴田墨城 1867ー？　尾道の日本画家。本名は松本繁吉、別号に沖（二水）堂・平堂。川村雨谷・平尾竹叢

篠田■（得の偏が二水）斎　1895ー1926　千代出身の陶芸家。本名は四郎。八幡郊所に篆刻を学び、この技法を陶器に

用いた篆刻陶器を制作した。「南信」大正8年4月18日　天龍峡に窯を開くことになった。ここでは鉄筆家と

名乗っている。

篠田哲亮 「南信」大正13年9月26日　大正14年1月30日　山田精一と図って、飯田に洋画研究所を設立しようという

活動をしている。10月上旬から開校の予定だったが頓挫。

島木赤彦 1876ー1926　長野諏訪出身の歌人。本名久保田彦穂。旧姓は塚原。長野師範卒業後、県内で小中学校の教

壇に立ち、校長を務めた。伊藤左千夫に歌を学び、大正3年に上京し、斎藤茂吉などと「アララギ」を編集。

万葉集の研究なども行っている。「南信」大正8年7月1日　7/9-11　8/21　9/21　9/24　9/26-27　9/30

10/2　この年9月竜丘小学校で開催された「第2回全国児童自由画展覧会」に関する記事。作品審査のため

山本鼎・片上伸とともに来飯。9/24には講演会も行った。その後、島木と片上は下伊那読書会が主催した

講演会で講演した。同展の開催については竜丘の木下紫水（茂男）が仲介に奔走した。大正13年11月11日

11/23　12/24　下伊那郡教育部会の招聘で、11/23-25と竜丘村小学校にて「万葉集講習会」の予定の報。

大正14年1月10日　1/30　12/9　12/16　1月の飯田小学校に於ける「万葉講習会」の様子と。12月の竜丘小

学校の同じ催しの予告。

島崎柳塢 1865ー1937　東京出身の画家。本名友輔。桜井兼吉に洋画を、竹本席亭・松本楓湖に日本画を学び、後に

川端玉章に師事した。日本美術協会などに参加するが、新派が台頭し始めるとこの傾向を嫌って日本画会

を結成。のちに日本美術協会を中心に活動した。

島津隆翠 1889ー？　山梨県出身の画家。荒木寛畝に花鳥を学び、鏑木清方に人物を学ぶ。「南信」大正4年4月14日

蕉梧堂に投宿、揮毫に応ず。12/12　10日来飯主税町大和館に滞在を告げる報。大正5年1月25日　竹涯（サ

ンズイなし）画会に参加、2/15帰京に際して送別会を催す報。

清水対岳坊 1883ー1970　市田生まれの漫画家。本名勘一。川端画学校で藤島武二に学ぶ。萬朝報社に政治漫画記者と

して入社し、後に講談社に転じて挿絵作家として活躍した。「南信」大正2年3月1日　3/12　3/19　7/1　3



月帰省し、久保田治一郎らによる歓迎会、展評など。大正9年1月9日対岳坊画会の記事と紹介。申込先は東

京・後素会。対岳坊は帰飯していない。大正15年5月14日下市田に帰省。

釈　宗演 1860ー1919　臨済宗の僧侶。若狭に生まれ、本名は市ノ瀬常次郎。鎌倉円覚寺派管長・建長寺派管長など

を務めた。門下に鈴木大拙がいる。「南信」大正2年4月9日　4/16　4/22　4/23　4/24　4/25　飯田の大雄

寺の招聘で来飯、同寺で講演会を開催した他、市田村吉田学校・飯田高等女学校・飯田中学などでも講演。

大正3年4月26日　5/3-6　5/6　5/8　5/10　5/13　前年に続き飯田大雄寺の招聘で4日から10日にかけて各

地で講演会を開催。参禅者の中には呑仏井出嘉汕などの名前もある。大正4年6月6日　来飯、大雄寺で講演

会開催の報。大正5年　8/8　8/27　9/19　9/26　9/27　直指会として講演会が長期連載された。揮毫も受

けている。大正6年5月15日　5/22　6/21　6/23　6/29　第10回の大雄寺の直指会に講師として来飯。28日、

退飯。今回で終わりにしたい旨語った。大正7年　5月1日　5/7　6/16　6/23　6/25-26　6/29-30　7/2

7/13　第11回直指会に参加するために23日来飯。会の参加希望者は170人、開催期間中28日には鮮支旅行団

の慰労会に出席、31日退飯。大正8年3月25日　5/9-10　5/18　5/20-22　5/24-25　7/9　8/7　10/7　10/21

10/28　11/4-5　11/30　大雄寺直指会の招聘で6/22から1週間の予定だったが、病気で中止。その後、11/1

に悪化し入寂。大正14年4月21日　大雄寺で4/22で七回忌と遺墨展開催の予告。

下平龍邸 1875ー1928　飯田駄科に生まれた画家。本名喜市。浅井白山・川村雨谷に学んだ。後に中国に渡って呉李

陸にも学ぶ。明治37年2月17日「南信」絵画研究のため出郷の記事。「南信」明治41年2月25日の岡田琴湖の

百画会、3/25岡本清彦の画会に郷土作家のひとりとして参加。大正2年1月31日　2/1　2/2　2/4　は随筆。

大正7年2月27日　3/1　3/2　上海の文海師路大陽館に滞在し、3月中旬ころから漢口・洞庭湖探訪予定とあ

る。

白鳥省吾 1890ー1973　日本の詩人・文人。ヒット曲『星影のワルツ』で知られる民衆派詩人。「南信」大正13年9月

28日　9/29　10/1-4　10/8十月上旬に上伊那の講演会の後来飯予定の報。大正14年3月15日　3/17-18

「伊那詩話会」の招聘で福田正夫とともに3/15来飯。新井文之助・大沢重夫・細江忠逸・仲田美穂・松尾子

孔・水野・林源・井上福美・竹村浩・牧内武司などが参加した。

首藤旭峰 書家　大槻盤渓門下。「南信」明治36年5月29日　6/11に来遊を告げる記事。

自由画運動 「南信」大正8年7月1日　7/9-11　8/5　8/21　9/21　9/24　9/26-27　9/30　10/2　下伊那教育会は8月下

旬に全国児童自由画展を計画、山本鼎・島木赤彦も招聘、作品募集を開始。9/24は招待観覧と講演会、25-

27が一般観覧の予告した。なお同展は4月中に山本鼎の郷里小県郡神川で第1回展が開かれていた。木下紫

水・島木赤彦らの項も参照。大正9年3月31日　4/9　4/13　昨年当地で開催された展覧会は「東京日々新聞

協賛」となり、長原幸太郎・石井鶴三・坂本繁二郎・平福百翠・山本鼎・岸辺福雄などが選考した。4/9ま

で東京・赤坂で開催された。大正10年1月23日　1/30　7/3　8/3　12/14　講演会と展覧会、絵葉書の話題

など。大正12年2/3-4　2/6　4/14　12/2　大正13年11月23日　竜丘小学校で11/23-26で島木赤彦の講演会

の予定の報。大正14年2月11日　7/2　児童自由画運動の衰微をレポート。

史料展覧会 「南信」大正8年8月5日　10/15　10/23　上伊那郡誌完成記念として10/24-26まで伊那町小学校で郡誌完成

記念史料展覧会を開催した。総数2600余点、これ以外にも中村不折・池上秀畝・小坂芝田の絵画展覧会も

併設、講演会も開催された。

書道研究会 「南信」大正8年8月18日、この時来飯中だった丹羽海鶴を招き、当地の書家が書道研究会を催した。会場

は常盤町・仙寿楼、参加者は海鶴の他、上柳平洲・桜井精耕・北原痴山。

新村翠石 1865ー1925　東筑摩郡新村の画家。漢籍を今城世瑛、書を日下部鳴鶴、画を川村雨谷に学ぶ。「南信」明治

40年4月11日　5/14　5/23　5/30　5/31　9/7　9/10　9/13　9/24　伊那から南向村を経て、5/22飯田主税



町の大和館に投宿。9/11には仙鶴楼で画会、揮毫。

新村龍翠 1866ー1939　辰野町平出出身の画家。南信」大正7年6月23日大雄寺の直指会のために新村龍翠と同道来飯。

滞在期間退飯時期不明。

図画教育展覧会　長野師範学校長及び松本女子師範学校長が主催する「県下中等学校小学校連合図画教育展覧会」に関

わる記事。「南信」大正6年6月8日　11/23　11/25　11/29　長野・松本各校へ巡回していたが、秋から飯田

小学校においても展覧したという記事。

杉浦香泉 ？− ？　画家、詳細不明。「南信」大正8年1月10日　雪の信濃路探勝のため来飯予定の記事。

杉渓六橋 1865ー1944　京都出身の書家・画家。本名言長。貴族院議員。経学文書を北村龍象・草場船山、詩を林双

橋・神田香巖に、書を遠山廬山、画を重春春塘に学び、詩書画絶と称された。「南信」大正4年7月23日、天

龍峡探勝のため26日来飯、薄井龍之とともに蕉梧堂に投宿。退飯日時は不明。

杉山小谷 ？ー？　遠州生まれの画家。本名杉山義丸、別号に惟一斎・雲嶺などある。山本梅荘・瀧和亭に師事。「南

信」大正元年10月17日、既に来飯。「南信」大正2年2月4日松川町大島に滞在していた小谷が大島銀行で古

書画交換会を兼ねた送別会をした記事。大正3年3月26日　4月に伊那倶楽部で画会。

須佐天斎 1888ー？　群馬出身の画家、本名は武夫。別号に華胥真人。松本楓湖に学ぶ。「南信」大正8年6月19日　当

地の塚原元平が主催で、村上鳳湖・宮田司山・益田柳外らと一緒に作品頒布会を開催する報。彼らの来飯

については確認できていない。

鈴木華邨 1860ー1919　江戸の画家。菊池容斎門、日本画会・日本美術院、明治40年からは文展で活躍。「南信」明治

41年1月28日　2/9　2/16　3/25　華邨は2/16来飯。鈴木素山・岡田華莚が随行。3/24帰京。

鈴木晴波 ？− ？　三河地方の画家。渡辺崋山に学んだ後、小坂芝田に南画を学んだという。「南信」大正6年1月14日

1/24　2/3　2/7　2/20　前年11月頃に南信の山水探勝を目的に来飯、知久町柴田館に滞在、揮毫に応じて

いた。2/5仙寿楼で百画会。来飯の石島竹涯（サンズイなし）・佐藤華岳・井出嘉汕・木下蘇雲らの協力を

得た。当地の画家たちの「山谷会」と協力して画会を開いている。

鈴木雪荘 ？− ？　画家というが詳細不明。鈴木雲荘（1862ー？）の誤記か？　山本梅荘門下。「南信」大正3年12月5

日、天龍峡探勝を目途に来飯。伝馬町三原館に滞在し、揮毫に応じる予定。

鈴木素山 1882ー？　東京出身の画家。鈴木華邨の子息。野村文挙・梶田半古に学ぶ。「南信」明治40年10月15日

10/27　10/29　10月中旬に来飯、揮毫するの報。横地碧巖及び地元作家も参加。明治41年1月28日　2/9

2/16　3/25　華邨は2/16来飯。鈴木華邨に岡田華莚とともに随行。3/24帰京。

鈴木芙蓉 1749ー1816　高芙蓉と区別するために木芙蓉と記述される場合がある。飯田市北方出身、白隠禅師の高弟

寒山永啄。

鈴木雨渓 1873ー？　画家　下総香取に生まれる。川村雨谷に学ぶ　明治36年5月14日「南信」飯田に滞在　5/19　大

正元年10月1日佐久での百画会予告。尾形月耕・大瀧雨山・安田蕉堂らと参加予定の報。

須山計一 1905ー1975　鼎出身の洋画家・漫画家。プロレタリア藝術運動に参加。後に転向して一水会。戦後は日本

美術会にも参加。また漫画に長じ、様々な紙面に作品を寄せた。「南信」大正10年6月21日　飯田中学談論

部で6/17春季大会を開催したが、4年の須山が「美年話」の講演をしたという記事。

税所白夢 ？− ？　鹿児島生まれの画家。白鶴の高弟白洲の門。「南信」明治44年7月21日伊那を経て来飯。

瀬川雅亮 ？− ？　「南信」大正13年11月1日　11/7　11月下旬、今飯泉雄作とともに来飯、上柳緑・木下重太郎・野

口唯次郎・佐々木陽齋・大田らが発起人に歓迎会を開催。

相馬御風 1883ー1950　「南信」大正15年5月13日上伊那郡教育会の招聘で5/11-12、赤穂村小学校で講演会を計画。

相馬忠三郎 ？ー？　画家・教師　明治30年まで飯田中学で教鞭をとった。明治35年7月30日夏期休暇を利用して来飯、



親戚宅に泊まり、肖像画を揮毫。

た

高木兼寛 1849ー1920　日向の医学者。西洋医学を学び、海軍軍医となる。イギリスに留学の後、海軍軍医総監を務

めた。後に成医会講習所（現東京慈恵医大）などを設立。号に穆園がある。男爵。大正6年8月14日　8/15

8/17　8/21　8/24-27　10/3　当地の青年会などの招聘で、講演を目的に8/23来飯、扇町蕉梧堂に投宿。飯

田小学校などで講演会。8/24には有志4.50人が参加して仙鶴楼で歓迎懇親会がもたれている。

高木暁堂 ？− ？　「南信」大正12年11月13日　秋に来飯し下條村合原に１ヶ月ほど滞在して揮毫した。11/13頃には

豊村和合の宮下旅館、それ以降は喬木村小川に滞在した後、天龍峡を探勝して木曾へ、という予定が報じ

られる。

高島北海 1850ー1931　長州の画家。独学で油絵を学び、渡仏して植物学を修め、帰国後は官職につくが、文展審査

員を務めた。「南信」明治42年3月20日　4/8　平井榴所の勧誘で来飯、蕉梧堂に30日程投宿。

高田早苗 1860ー1938　江戸出身の教育家・政治家。大隈重信と共に立憲改進党や東京専門学校（早大）の創立に協

力。後に衆議院義員・早大総長も務めた。書も堪能であった。「南信」大正9年4月23日　4/24　信濃時事新

聞の主催する郡青年大会で講演のため、那智俊宣とともに4/23来飯。退飯期間など不明。信濃時事が樋口

秀雄を応援していた。

高田竹山 1861ー1946　漢学研究家。名は忠周、字は士信、竹山・未央學人と号した。明治2年(1869)高齋単山の門に

入って書を学び、村田直景・島崎醉山・植村蘆洲に漢学などの指導を受けた。設文六書の学を研究し、三

代より秦・漢に至る古文字の読法及び書写法を独修する。帝国学士院賞受賞。著書は『篆隷帖及研究』『朝

陽字鑑精萃』など多数あり、『五體字典』を監修し題字を書いたことから「竹山の五體字典」と呼ばれ、書

道の世界では、広辞苑以上にポピュラーな存在となっている。「南信」大正14年11月11日　11/12　11/14-

15　11/26　天龍峡の紅葉狩りを目途に11/12来飯、蕉梧堂に投宿。大平小洲や上柳緑らは頒布会を計画、

揮毫にも応じていた。大正15年3月6日　3/10　3/12-14　3/16　3/18　3/21　南信新聞の招聘で3/11に来飯、

蕉梧堂に投宿。漢学の講演会、揮毫に応じたりした。伊賀良村の有志は佐竹蓬平と鈴木芙蓉を竹山に引き

合わせようと3/21大瀬木公堂で三人合同の展覧会を企画したが、実施されたかは不明。

鷹田其石 1871ー1946　富山出身の画家。東京美術学校研究科を卒業。日本青年絵画共進会や日本絵画協会に出品。

明治35年には岡不崩らと真美会を結成。後に画壇を離れ、独自の画風を行った。「南信」大正5年5月11-12

日　其石同好会の招聘で5/11来飯、14日に伝馬町龍翔寺で展覧会を計画している。尺八と尺六の大幅80点

を陳列と予告。

高野隆雅 1863ー1930　越後出身の画家。名は団之亮。はじめ田能村直入に学び、後に京都府画学校に入学する。内

国勧業博覧会や日本絵画協会などに作品を寄せた。茶道・生花・篆刻・漢詩・和歌などにも長じた。「南信」

大正6年4月19日　4/21　名古屋から来飯の予定が報じられるが、来飯の日時などは不明。

高橋玉淵 1858ー1938　東京生まれの画家・書家。画は川端玉章、書は関雪江に学ぶ。青年絵画共進会の審査員。明

治38年10月8日「南信」蕉梧堂に滞在、揮毫の予定を告げる記事。帰着時期不明。

高橋　金 ？− ？　「南信」大正13年10月19日　10/19-20に飯田の117ビルで個人展覧会の報。

高橋紫水 ？ー？　画家。詳細不明。「南信」明治42年5月18日、長野に滞在していた紫水が塩尻・木曾を経て来飯。

天龍峡探勝後、数日滞在、揮毫する報。

高橋誠一郎 1884ー1982　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、安倍能成、



太田水穂とともに来飯。

高橋　穣 1885ー1968　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。

高山春凌 1886ー1921　山形県の画家、本名は健蔵。京都に出て山元春挙に師事、後に日本自由画壇に参加するが、

大正10年に急逝。「南信」大正6年6月23日に天龍峡探勝を目的に来飯。

竹内栖鳳 1864ー1942　当初は棲鳳、霞中庵の別号、楳嶺門下の四天王。

多々羅義雄 1894ー1968　洋画家。「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記

事。参加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・

藤井浩祐・石井鶴造ほか。

立花雲閣 1845ー？　日本画家、江戸生まれ。本名は誠、字は仲明、別号に■（火偏に畏）等山房、佐竹永海・坂田

鴎各・瀧和亭に学んだ。「南信」明治40年

橘雲閣 ？ー？　瀧和亭に師事した画家だという。「南信」明治40年2月7日　この頃赤穂に滞在していたが、2月3日

来飯、主税町大和館に滞在し、揮毫した。

立原杏所 1785ー1840　祖父は立原蘭渓、父は翠軒。

田中大越 1890ー1978　龍江出身の画家・教育者。本名耕平。大日本絵画講習会・本郷洋画研究所で洋画を学び、の

ち福井江亭の門で日本画を学んだ。飯田高女教師などを務めた。「南信」大正8年3月8日　4/27　9/20

4/26の大越画会では、大平小洲・下平龍邱・塩澤萬象・松浦霞舟・安藤耕斎・井出嘉汕らの他、福井江

亭・中村米亭・降旗篁村・丸山雲田・入野豊亭・新村翠石・皐芙蓉・赤羽雪邦・中村不折・松野霞城らの

作品が頒布される他、大越の「龍峡百図」が陳列されるという画会の様子を伝える。9/20は夏頃から取り

かかっていた六曲一双の大作が完成したので、常盤町仙寿楼で友人知己を招いて披露したというもの。大

正9年11月16日　11/17　大越は11/19-23まで、広小路井上百貨店2階で展覧会を開催した。作品は40余点。

大正11年8月16日　中等教育検定に合格したニュース。大正13年6月4日　11/9　ネンド細工の授業の紹介。

田中柏陰 1866ー1934　静岡出身の画家、本名は啓三郎。田能村直人に師事して南画を修め、田近竹邨・奥田天門と

ともに三傑と称された。また植木斗南に学んで詩も能くする。関西南画壇の重鎮として後進の指導にも尽

くした。「南信」大正5年7月25日、近日来飯の予告と、9/6未だ滞在中の報。

田中松華 ？ー？　大阪生まれの閨秀画家。島成園に学んだ後上京、栗原玉葉の門で美人画の研究を粉っていた。「南

信」大正8年3月26日　3/26　4月中に画会を企画。今牧祐平・吉川繁治・米久保喜雄・田端茄郷・代田芳太

郎・平田史郎が賛助会員となっているが、開催期日場所などは不明。

田中頼璋 1868ー1940　島根県出身の画家。本名大治郎。森寛斎、後に上京して河合玉堂の門に学ぶ。日本美術協

会・巽画会・日本画会に参加、文展・帝展で活躍した。「南信」大正3年1月7日　2/21　2/26　3/3　5/21

5/16　7/14　1月下旬に来飯、沢村屋別荘で揮毫の予定が来飯が遅れた模様。6月には来飯し、常盤町鯛飯

楼で懇親会、滞在は知久町柳絲館。大正8年8月27日　25日来飯し、扇町蕉梧堂に投宿した。大島村の大場

淡水が主唱する「田中頼璋画会」に臨むための来飯、同会への執筆のためしばらく飯田に滞在するとある。

棚田暁山 1878ー？　岡山津山出身の画家、本名梅吉。小堀鞆音の門に学び、革丙会幹事をつとめる。文展などで活

躍。「南信」大正6年11月28日　丹波緑川とともに「新年御題会」に来飯の予定の報。

田部重之 ？ー？　田部重治か？　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早

瀬　滉、小宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、高橋誠一

郎、安倍能成、太田水穂とともに来飯。



田南岳璋 1876ー1928　たなみ　松坂生まれの画家。通称栞太。田中成章に学び、上洛して幸野楳嶺に師事。のちに

上京して久保田米僊・野村文挙にも学んだ。日本絵画協会・美術研精会、後に日本美術協会に参加。「南信」

大正4年7月23日　7/24　7/27　岩崎新太郎・小池丹一郎・黒田伊八らの主催で8/4同好会を開催する計画の

予告。実際は25日、常盤旅館に滞在、主税町仙鶴楼で開催された同好会の模様の報。大正6年12月1日

12/4　2日来飯、主税町仙鶴楼で画会開催と頒布会の予告。当地の小池丹一郎・松村正樹が主催、会場は鯛

飯楼での開催となった。参加者は数十名。飯田小学校では富士山の揮毫を依頼したという報。大正7年1/5

に挿絵掲載。大正8年12月14日、大瀧雨山・山本昇雲・田南岳璋の三作家が、当地の小池丹一郎と村松正樹

が会主となる三友画会のために来飯するとの報。同会は12/15常盤町仙寿楼で行われ、三人の挿絵が翌年の

元旦号を飾った。

谷　文晁 1763ー1840　はじめ文朝、師陵。通称は文五郎または直右衛門。別号は写山楼、画学斎、無二、一恕。薙

髪してからは文阿彌。

谷口靄山 あいざん、名は貞二、字は士幹、別号に鴨浙水荘。

田能村竹田 1777ー1835　幼名は磯吉、後に玄乗、生蔵。名は孝憲、字は君彜くんい。、通称は竹蔵。別号は九畳仙史、

竹田老圃、竹田邨民、秋心、随縁居士、九峯無戒衲子、紅荳詞人、田舎児、藍水狂客、三我主人、西野小

隠、秋声館主人、更に斎号に竹田荘、補拙廬、雪月書堂、対翠書楼などがある。

田能村直入 1814ー1907　竹田の養継子。幼名は松太のち伝太、諱は蓼のちに痴、字を虚紅のちに顧絶、号ははじめ小

虎のちに直入、小虎は通称にした。別号に竹翁、煌斎、布袋庵、無声詩客など　明治37年1月14日「南信」

直入来飯の可能性を伝える記事、来なかった。

田畑茄郷 1880ー1968　飯田の画家、本名豊助。当初は雨邨と号した。上京して佐竹永湖・橋本雅芳、後に小堀鞆音

に師事。美術研精会・巽画会などに出品。「南信」大正4年7月13日雨邨はこのころ帰郷しており、柳絲館に

滞在、揮毫に応じていた。大正5年帰郷。

丹波緑川 1880ー？　東京出身の画家。小堀鞆音の門下。「南信」大正6年11月28日　棚田暁山とともに「新年御題会」

に来飯の予定の報。

茅野蕭々 1883ー1946　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。

束松露香 1867ー1918　出羽の俳人。本名は伊織。別号に我春堂・鳴子園・鉄牛がる。信濃毎日記者、一茶研究をし、

明治41年に一茶同好会を組織。「南信」明治42年

津田青楓 1880ー1978　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。

土田耕平 1895ー1940　大正-昭和時代前期の歌人,童話作家。 明治28年6月10日生まれ。島木赤彦に師事して「アラ

ラギ」に参加。病気療養後の大正10年から文学活動を再開,歌集「青杉」「斑雪(はだれ)」などがある。「南

信」大正13年6月15日　転地療養のため6/12三宜亭で送別会開催の報。

張宇根 ？ー？　韓国人　明治30年日本に留学し、警察監獄学校に入校　明治37年7月7日「南信」7/9　7/15　伊那

から飯田大雄寺に来て、文墨会を開催　翌38年3月帰国。

椿　椿山 1801ー1854　名は弼たすく、字は篤甫、通称を忠太または亮太。別号は琢華堂、休庵、四休庵、春松庵、

碧蔭山房、羅渓、琢華道人。

津端道彦 1868ー1938　新潟出身の画家。本名魁。福島柳圃・山名貫義らに師事。日本美術協会に参加し、文展に出



品するが、後に文展を離れ、絵の具の研究に従事して津端式絵具を開発。

鶴田吾郎 1890ー1969　洋画家　「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える

記事。参加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義

雄・藤井浩祐・石井鶴造ほか。大正15年5月17日　作品制作のため上伊那郡旭村に滞在中、5/16天龍峡探勝

の目途で飯田に来遊。

寺崎広業 1866ー1919　秋田出身の画家。平福穂庵に入門、天籟散人。日本青年絵画協会、日本絵画協会で活躍。日

本美術院正会員、文展を舞台にした。「南信」明治42年7月24　8/14　8/18　8/22　天龍峡探勝を目的に来

飯、蕉梧堂に投宿。弟子を同伴するが姓名は不詳。揮毫にも応じた。

寺松国太郎 1876ー1943　「南信」大正12年7月15日　7/14来飯し、知久町稲葉館に投宿。揮毫の予定。

天龍道人 「南信」大正4年4月22日　25日下諏訪白樺山慈雲寺で建碑除幕式と百忌追善供養の予告。

東海松園 ？ー？　女流画家、倉光松園か？　「南信」大正9年5月9日　「昨年末飯田主税町吉野館に投宿」し、その

後樋口邸に寄寓し評判となった女流作家。この年の選挙で樋口秀雄が苦戦していると聞いて応援に来た。

この時期、倉光松園が同館に宿泊、同一人物であると思われる。

冬邨 ？− ？　「南信」大正2年7月29日　劇作寄書会　「きの字」のＰＮ

堂本印象 1891ー1975　本名は三之助。

遠山英一 1863ー1955　中川村南向出身の歌人。号に篁堂・虚心園がある。はじめ小出粲、ついで高崎正風に師事。

御歌所寄人、書にも長じた。「南信」大正6年7月18日　7/21　坂正臣と大日本歌道奨励会南信支部の招聘に

よって来飯、16-19日、各地で歌会を開く。大正10年8月18日　8/24天龍峡探勝を目的に来飯予定を報じた。

高遠の画家橋本寸鉄（1886ー1961）を同伴するとある。

時田一挙 ？ー？　栃木出身の画家。菊池芳文門。明治38年5月3日「南信」5/16　上伊那より来飯、蕉梧堂に投宿し、

同館で画会を開催。

徳田隣斎 1880ー1947　京都出身の画家。本名は其太郎。前川文嶺に学び、後に竹内栖鳳に師事。日本絵画協会に参

加し、明治40年文展に入選。京都市立絵画専門学校で教壇に立つ。「南信」大正4年8月4日　8/10　隣斎の

紹介と来飯の報。主税町仙鶴楼で歓迎会、印刷発光堂の原勇馬が式辞。大正8年12月21日、23日頃来飯し、

蕉梧堂に滞在、予約者に揮毫予定の報。

戸田春光 ？ー？　画家。記事では、土佐派の長谷川周春に師事、後に四条派・狩野派も学び、歴史風俗画に独特の

筆致とあるが、詳細不明。「南信」大正5年5月7日　5/18　6/14　7/21　7/25　来飯予告記事、6月来飯、知

久町稲葉館から宿舎を主税町渡辺家へ移す。画会は7/23　常盤町鯛飯楼で依頼作品100余点のうち60余点が

配布、残りは滞在を延ばして揮毫する報。

富岡鐵齋 1836-1924　京都生まれの画家・神職　明治36年9月24日「南信」10/7　10/23　10/28　来飯し、蕉梧堂に

滞在。画会などその動向を告げる。

富田砕花 1890ー1984　岩手県盛岡市生まれ。本名・戒治郎。日本大学殖民科卒業。石川啄木の影響をうけ歌人とし

て出発したが、1915年、最初の詩集『末日頌』を上梓、大正詩壇における民衆詩派の詩人として活躍した。

のち関西に住み、戦前の全国中等学校野球大会や日本体操大会の行進歌や大会歌を作詞したほか、全国の

小、中、高校の校歌を多数作詞している。ホイットマンやエドワード・カーペンターを日本に紹介した。

「南信」大正15年7月27日　8/24　上伊那郡春近村の聖樹詩社の招聘で伊那町日報社公会堂で講演会。8/23

飯田へ来遊、蕉梧堂に投宿した。

富永酔竹 ？− ？　日本画家、「南信」大正14年



な

中　勘助 1885ー1965　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、和辻哲郎、津田青楓、茅野蕭々、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍

能成、太田水穂とともに来飯。

中倉玉翠 1875ー1950　山口県の画家。村瀬玉田・橋本雅芳に学ぶ。共進会・美術研精会・二葉会に参加。明治39年9

月6日「南信」9/7　9/11　木村清涯・成宮東湖とともに天龍峡探勝を目的に来飯、蕉梧堂に投宿。阿心庵

の文墨会や山本清彦の送別会に参加、揮毫をしている。大正4年7月22日　8/14　8/15　9/30　天龍峡探勝

のために来飯、揮毫に応じる旨の予告、履歴、1ヶ月以上滞在し、9/28に送別会の翌29日帰京している。

中沢臨川 1878ー1920　南向村出身の文藝評論家。生家は養命酒醸造元、安曇郡の中沢家へ養嗣子に入る。東京帝大

工科大学に入学、この頃から窪田空穂らと「山比古」を発行。卒業後は鉄道技師を経て松本で電気会社を

経営し、一方で翻訳や文芸評論の筆を執った。「南信」大正8年6月6日、6/27　大正6年10月にも来飯してい

たというが、この年は飯田琵琶同好会の招聘で来飯、飯田面白倶楽部で弾奏会を開き、錦心と池上秀畝に

よる「お藤遺物展覧会」が開催された。退飯期日は不明。「南信」大正8年6月6日　6/10　6/13　来訪の目

的は製氷機械設置のため来飯、知久町柳絲館に投宿。6/11に講演会。翌12日退飯。

中西転石 ？− ？　横浜住の画家。柴田是信の門で四条派を描き、人物を得意にした。「南信」大正6年2月15日　2/20

１月中に来飯、下荒町の印刷業・大塚家に滞在、揮毫した。また当地の医師連の後援を得て３月中に本人

の画会を開催する計画というが、期日は不明。2/16の佐藤華岳の画会にも出席。

中村句顛 ？ー？　詳細不明。「南信」明治44年6月30日、伊那を経て来飯。7月2日に雁鍋で文墨会を開催。

永田錦心 1885ー1927　琵琶弾奏家・日本画家。本名武雄、錦心は弾奏家の号。別号に武州。肥後錦獅に薩摩琵琶を

学び、一水会を興して錦心流を創設。また画業では田口米作・寺崎広業に師事し、文庫にも出展。「南信」

大正8年6月7日　6/27　大正6年10月にも来飯していたというが、大正8年飯田琵琶同好会の招聘で来飯、飯

田面白倶楽部などで弾奏会を開催。錦心と池上秀畝による「お藤遺物展覧会」が開催された。退飯期日は

不明。大正12年4月27日　4/29　5/9　5/8-9飯田面白倶楽部が開催した「錦心流琵琶特別大会」に出演のた

め来飯。大正13年11月22日　11/26　12月上旬の来飯予定。

中村不折 1866ー1943　洋画家。江戸に生まれる。幼名は■金扁に乍。太郎、父は高遠の出。上京後は小山正太郎・

浅井忠に学び、明治34年に渡仏、帰国後は太平洋画会の重鎮。小山に就く前は飯田小学校で図画の教員を

務め、菱田春草も教えている。「南信」明治40年1月25日　1/26　24日に飯田主税町の雁鍋で画会、作品の

抽選があった。明治42年2月5日来遊予告、来遊の確認できず。明治44年7月29日墓参のため高遠に帰省。大

正4年11月4日　墓参のため高遠へ帰郷の予告。来たかどうかは不明。大正6年6月29日　7/4　7/12　7/26

7/29　10/4　日本育児院山梨分院で、同院の事業資金の獲得を目的に、飯田で不折の画会を計画の報。し

かし不折が急な怪我で来飯が遅れ、7/28に主税町高坂旅館に投宿、29日の画会に出席後、天竜川を下って

帰京した。150人くらいの会員が集まった。大正15年2月18日作品頒布会の広告。

中村米亭 ？− ？　神奈川出身の日本画家。本名は定治。別号に勝山堂、福井江亭に学んだ。「南信」大正８年

中村蘭台（初代）　1856ー1915　篆刻家　来飯が予告されるが病気のため見合わせ　明治36年11月14日「南信」、翌37年

は春と秋に来飯「南信」5/20　10/26　12/20は長野。

中村黎峰 1898ー1980　埴科郡出身の画家、本名は富夫、別号に峰村・玲方がある。上京して川端画学校に学び、の

ちに川合玉堂に師事する。「南信」大正9年1月14日　3/3　3/10　黎峰画会を2月中旬に計画するが、実際は

3/8主税町仙鶴楼で行われた。黎峰の滞在期間は不明。



中村玲方 1898ー1980　埴科郡の日本画家。本名は富夫。別号に峰村・黎峰がある。上京して川端画学校に学び、後

に川合玉堂に師事する。

永松春洋 1849ー1931　豊後生まれの画家。土市汪洋・田能村直入に学ぶ　明治36年9月24日　来飯、展覧会開催の記

事。

永田錦心 1885ー1927　日本画家で琵琶弾奏家。錦心は弾奏家、画家には武州の号がある。「南信」大正4年、6年8年

12年13年来飯？

永田春水 1889ー1970　豊後生まれの日本画家。大阪住。

中山晋平 1887ー1952　「南信」大正12年4月12日　4/13　4/14　4/17　4/18　野口雨情と中山晋平が来飯し、4/12-

13と竜丘小学校で講演。その後、飯田小学校でも講演した。

那智俊宣 1875ー1931　箏曲家・画家、本名は鈴木映雄、別号に鈴木鼓村がある。与謝野鉄幹らと交流があり、新体

詩を作曲した箏曲を創案して京極流を名乗った。また山名貫義に師事し、後に大和画に専念する。書も巧

であった。「南信」大正9年4月23日　4/24　信濃時事新聞の主催する郡青年大会で講演のため、那智俊宣と

ともに4/23来飯。退飯期間など不明。信濃時事が樋口秀雄を応援していた。

成宮東湖 1875ー　東京生まれの画家。杉谷雲樵・村瀬玉田門。山本清彦来飯中に交流あり。

南保是楽 1870ー　画家。柴田是真の門。明治38年2月28日「南信」に是真来飯の記事。4/11　4/13　4/15　来迎寺で、

滞在中の黒部拈華らと画会を開催。参加者＝大平小洲・桜井松堂・木下蘇雲・下平龍邸。

南信文墨会 「南信」大正14年11月18日　11/26　東都一流の墨客の来飯を機に、上柳平洲・塩沢萬象らによって組織さ

れた会。仙鶴楼などで文墨会を開き、作品を頒布した。参加者は、柳田斗墨（1858ー1933）・鈴木睡園・

舘野秋亭（？− 1935）・丸山松僊（1878ー？）・富永酔竹・柴田墨城（1867ー？）ら。

新納忠之介 1869ー1954（にいろ ちゅうのすけ）日本の彫刻家。2,631体の仏像等の多くの文化財を修理した。現在の

鹿児島県鹿児島市新照院町生まれ。「南信」大正14年7月10日　8/16　8/20-21　下伊那教育会の招聘で8月

中旬来飯。8/17-19に彫刻研究講習会開催。瑠璃寺・華厳寺などを尋ねている。

二階堂行■ ？− ？　洋画家。「南信」大正6年10月28日　天龍峡探勝のためすでに来飯していたらしい。

西沢笛畝 1889ー1965　東京出身の画家。旧姓石川、本名昴一。別号に木槿庵・比奈舎・蘇庵などがある。荒木寛畝

に入門し、のちに荒木十畝に師事。帝展に出品を続け、日本画院の結成に参加している。「南信」大正10年

8月16日　小山栄達・西沢笛畝・永田春水・織田観潮・堅山南風・本田穆堂・山田真山・橋本邦助・広瀬東

畝・木下■■・林田春潮の11人で天龍峡を探勝した。　

二条基弘 1859ー1928　華族。九条尚忠の八男、二条家をつぐ。貴族院議員、宮中顧問官を任ずる。歌・書に長じた。

公爵。「南信」大正6年9月21日　9/26　9/29　10/3　10/6　天龍峡探勝を目的に26日来飯、扇町蕉梧堂に投

宿。蕉梧堂を窓口に揮毫にも応じた。10/6天龍峡探勝後、帰京。

西尾七峯　？− ？　「南信」大正2年7月29日　劇作寄書会

西山翠嶂 1879ー1958　本名は卯三郎、竹内栖鳳に師事、後に女婿となる。画塾青甲社を創設。

丹羽氏厚 ？ー？　三草藩主丹羽家に生まれた書家。坪井山舟・宗像雲閣に学び、また古人の書法を研究。久邇宮家

の書道教授を任じ、のちに心画会を組織して書道の普及に努めた。「南信」大正4年4月14日　4/24　4/27

天龍峡探勝を目的に来飯.

丹羽海鶴 1863ー1931　岐阜生まれの書家。日下部鳴鶴に学び、後に鳴鶴門の四天王と称された。東京高等学校・学

習院などで教員を務めた。明治39年8月9日「南信」8/17　8/23　8/28　上伊那から来飯。善勝寺で抽選会

を開催。大正8年8月1日　8/9　8/18　7/31に来飯、伊那に引き返し揮毫、再び8/10頃来飯予定を報じた。

また海鶴の来飯は天龍峡探勝と揮毫に応じることで、伝馬町善勝寺に滞在。鈴沢卯吉・小西吉太郎・伊原



五郎兵衛・北原阿智之助・高松鶴丸らが8/18に常盤町仙寿楼で書道研究会を催し、講演を聴いた。上柳紅

雪・桜井精耕らの名前も見える。

庭山雲海 ？ー？　詳細不明。「南信」明治41年12月20日　大鹿村に滞在、百画会を計画。3月まで滞在の予定を報。

農民美術運動 「南信」大正12年3月8日　大正13年2月29日　3/2　3/7　3/9　3/12　3/25　10/21　12/14　12/26　大

正14年1月10日　2/7　2/16-17　3/21　7/3　7/22　11/6　11/19　12/15

野口雨情 1882ー1945　「南信」大正12年4月12日　4/13　4/14　4/17　4/18　野口雨情と中山晋平が来飯し、4/12-

13と竜丘小学校で講演。その後、飯田小学校でも講演した。

野田九浦 1879ー1971　日本画家。本名は道三。「九甫」とも表記。弟に脚本家の野田高梧。東京下谷生まれ。4歳か

ら父が税関長をつとめた函館で過ごし、函館商業学校で学ぶ。1895年に寺崎広業と共に上京し師事。1896

年に東京美術学校日本画科に入学するが、美術学校騒動（岡倉天心排斥運動）により1898年に退学。白馬

会研究所で黒田清輝絵を学ぶ。正岡子規に俳句を学ぶ。1907年第1回文展で「辻説法」が二等賞受賞。同年

大阪朝日新聞社に入社し、夏目漱石の「坑夫」の挿絵を描いた。大正6年まで勤務。「南信」大正12年11月

28日　12/2　大場浴水の信濃美術協会の招聘で11月下旬に上伊那郡飯島村に来遊、上田医院に投宿。12/5

に作画展覧会を計画。1912年に北野恒富と大正美術会を結成。1917年第11回文展で特選。1947年に帝国芸

術院会員となり、日展に出展。画塾煌土社を設立。金沢美術工芸大学教授。狩野探幽の研究でも知られた。

野溝謙斎 1843ー1918　上伊那東春近の画家。内田文章・児島果亭に学んだ。「南信」明治40年10月19日　11/15　山

本村に滞在し、11/14に来飯、揮毫に応じている。

野村雪江 熊本生まれの日本画家、本名は寛。野村文拳の養嗣子。近藤樵仙に学び、後に村瀬玉田に師事して四条派

を学ぶ。「南信」明治45年

野村素軒 1842ー？　書家・政治家。貴族院議員で男爵。「南信」明治41年10月25日　10/26　天龍峡探勝。大正7年9

月3日　4日来飯し、扇町蕉梧堂に投宿、数日滞在して揮毫に応じる。発光堂の資料によれば滞在中に文墨

会が開かれている。

は

萩元■（萄の草冠なし）斎　八幡郊処・中村蘭台に師事し、彫刻・篆刻をした。篆刻家の八幡郊処・中村蘭台に師事、

彫刻の大森光彦にも学んだ。天龍峡焼に従事、門下に林朴斎・木下卓斎に師事。「南信」大正元年8月11日

9/7　飯田主税町・仙鶴楼で尾林の茶器分配会　作品は朝鮮総督府の商品陳列棚へ。大正2年3月4日　3/19

3/23　5/18　5/20　陶磁器ようの陳列販売。清水対岳坊による展評など。5月全国特産博覧会で２位勲１等

を受章。大正3年12月3日　朝鮮総督府に設置された商品陳列館に作品を展示。大正10年11月3-4日尾林で作

陶を続けていた萩元の作品頒布会の記事。

白鳥会 「南信」大正8年4月3日　本郡上郷村における絵画同好者によって組織された会。木下蘇雲・井出嘉汕ほか

諸作家の賛成を得て、4/9-10に第2回素人画展覧会を開催する旨の告知と申込案内。

端館紫川 1855ー1921　伊勢の画家。本名は佐太郎。郷里で貴多村豊景に四条派を学び、上京後に高橋由一に洋画、

後に川端玉章門に師事して円山派を修める。女子美術学校の教授を務めた。明治39年8月21日「南信」9月5

日頃まで蕉梧堂に滞在を報じる。 大正6年8月11日、夏期休暇を利用して3週間ほど来飯の報があるが、具

体的な来飯日程は不明。

橋本雅邦 1835ー1908　幼名は千太郎、号は勝園。父は養邦、勝川院雅信に師事。



長谷川如是閑 1875ー1969　大正期の評論家。大正5年に大阪朝日新聞社会部長になるが、7年白紅事件で退社。翌年大

山郁夫らと「我等」を創刊し、自由主義の立場からファシズム批判を続けた。大正10年10月27日　25-26日

に上郷小学校で講演会を開催。大正13年5月22日　21日に上片桐小学校で講演会を計画、詳細不明。大正15

年10月4日　10/15　10/20　11/5　11/14　11/16　上下伊那の講演計画があったらしいが、11/16高遠に着

いたものの体調を壊し、講演は中止。11/13に来飯、常盤館に投宿するが、講演会は警察が途中で止めた。

服部五老 1871ー1930　鶴岡出身の画家。本名安之。田能村直入に師事して南画を修め、大正3-4年文展に入選、大正

13年からは日本南画院に参加している。「南信」大正3年11月29日　12/4　12/20　11月末に来飯、主税町吉

野館に投宿。いったん高田にむけて出発したが、12月19日に再び飯田に来着、揮毫。

秦　金石 （はたきんせき）1855ー　京都生まれの画家。中西耕石の門。明治38年6月30日「南信」来飯予告の記事、

帰着日は不明。

畑　仙齢 1865ー1929　京都出身の画家。岸竹堂・鈴木百年の門に学び、百年の四天王の一人と称された。明治24年

に東京に移住、日本青年絵画協会等の審査員を務めるが、31年以降は旧派系の日本画会や日本美術協会に

参加し、40年には正派同志会に参画した。「南信」大正5年6月15日　7/20　10/4　12/8　荒木探令・畑仙齢

及び諸星成章は7月中に来飯し、知久町稲葉館を窓口に画会を開催する予定であったが実現せず、10月に延

期になったとあるが、これも来春に繰り延べになった。

原　鼎 1898ー1952　洋画家　「南信」大正15年11月20日廃嫡請求の訴訟を起こす。

原　弘 1903ー1986　昭和時代のグラフィックデザイナー。日本工房,中央工房をへて昭和16年東方社美術部長とな

り「FRONT」を編集。27年武蔵野美術学校教授。35年日本デザインセンターを創立,のち社長となる。百科

事典,全集などの造本・装丁を多数手がけた。「南信」大正13年2月15日　2/16-17　2/19　2/29　3/2　3/5-

7　3/9　3/13-15　4/7-13　7/15　7/18-20　9/6-7　9/10-11　東京府立工芸学校で教鞭を執っていた原が

「ひろ・はら」のＰＮで長期連載した。大正13年7月18-20日「直入の偽筆」の連載。

林　荳花 1896ー1926　龍江出身の日本画家、本名は安雄。尾竹竹坡に師事。「南信」大正10年1月13日　広小路の中

島呉服店で荳花の個人展覧会をかねて、素人画展覧会を10日から開催した。地元の参加画家は、松浦霞

舟・塩澤萬象・矢高濤舟・■■真水・片桐泰嶽。10/15には家具陳列場で宮島源二郎ほか有志の主催で「恵

那山奇勝展覧会」が開催される。大正11年1月22日、個人展覧会の記事。大正12年6月27日　12/11　6/29に

沢村屋で陳列会の予定。大正15年1月21日　1/22　前年暮れから飯田病院に入院していたが、1/21に死去、

葬儀の報。

林　朴斎 ？− ？　萩元■斎の門。「南信」大正3年12月3日　朝鮮総督府に設置された商品陳列館に作品を展示。

早瀬雨竹 ？ー？　画家。平野五岳門。「南信」明治40年4月22日　来飯の報。

早瀬　滉 1876ー1943　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、小宮豊隆、津

田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能成、太田水

穂とともに来飯。

半嶺 ？ー？　「南信」大正3年7月13日に主税町大和館に投宿、揮毫の記載。詳細不明。

東久世通禧 1832-1912　書家・画家、七卿落ちの公卿のひとり。維新時には東征。元老院議官・伯爵。明治39年5月12

日「南信」5/15　5/16　善勝寺で講演会、揮毫。来飯の目的は名教学校設立の資金調達。明治43年7月26日

7/27　8/4　8/6　8/7　8/9　8/12　飯田小学校などで講演。

土方久元 1833ー1918　政治かで伯爵、秦山と号した。土佐に生まれ、土佐勤王党に属し、維新の折、薩長連合を推

進するなど功績があった。宮中顧問官、農商務大臣、宮内大臣を歴任。「南信」大正5年7月7日　7/25

7/30　8/1　8/3　8/4　8/5　8/9　8/10　8/11　9/3　天龍峡探勝の希望を持ち、名教大学設立の資金調達



を目途に、飯田の有志からの講演要請に応じて来飯予定。7/25上柳喜右衛門・竹内幸太郎・熊谷修一郎・

林雅次らの有力者が主唱して文墨会を組織。8/2来飯、扇町蕉梧堂に投宿、講演や揮毫、8日には天龍峡探

勝、8/10退飯。

菱田きく 1904ー1980　菱田春草の姪に当たる「南信」大正15年10月13日　10/17　飯田高女時代の紹介と帝展入選の

報。

菱田春草 1874ー1911　飯田市の生まれ、本名は三男治。美校で橋本雅邦に師事　「南信」記事明治35年1月1日、明

治36年9月19日インドから帰朝した大観の談話。明治37年9月25日姫城青年会に菱田三男治の名前が見える。

明治38年12月28日「絵画論」。明治41年5月14日　5/15　7/2　春草が眼病に罹った状況を知らせる。明治43

年9月21日展覧会評。明治44年3月9日　8/20　9/17-23　9月16日に没したが、その関連記事。明治45年2月

22日追悼展。

比田井天来 1872ー1939　（ひだいう　てんらい）長野県北佐久郡協和村（現・佐久市望月）出身の書道家。「現代書道

の父」と呼ばれる。本名・鴻。「南信」大正12年5月2日　12/6　12/8　12/9　12/11　12/8書道講演会のた

めに来飯、揮毫。

日野八百子 ？ー？　上伊那出身の水彩画家。明治35年4月22日「南信」飯田広小路古川屋に滞在、肖像を画いた。

平井榴所 ？ー？　篆刻家　中井敬所の門。明治35年6月18日「南信」　赤羽雪邦の許に滞在して篆刻をした。「南信」

明治42年3月20日　4/1　高島北海と共に来飯、井出嘉汕とともに朱白会を組織し、嘉汕の彫刻と榴所の篆

刻の制作を図った。大正12年11月22日　12/8　在飯中の平井が池田町発光堂に投宿して作品製作。12/15に

福本楼で作品頒布会の報。

平塚断水 ？ー？　「南信」大正8年5月14日　小杉未醒とともに知久町柳絲館に滞在し、後天龍峡探索の予定。

平福百穂 1877ー1933　秋田出身の画家。平福穂庵の四男、本名は貞蔵。上京して川端玉章に学ぶ。明治33年に結城

素明らと无声会を結成した。後に帝國美術院会員、東京美術学校教授となる。「南信」大正7年5月5日　5〜

6月頃天龍峡探勝を目的に来飯の報。飯田美博の岩崎コレクションに大正7年7月と書かれた百穂の作品があ

る。

広瀬東畝 1875ー1930　高知県出身の画家。本名公美。はじめ天野痩石に南画を学び、のちに上京して荒木寛畝に師

事。日本美術協会に主ピン、明治44年からは文展を舞台に活躍。昭和2年には帝展委員。「南信」大正3年2

月26日　10/20　10/22　池上秀畝以下8人の作家らは2月の来飯の予定だったが、結局は10月に紅葉狩りを

兼ねての来飯となった。画会は南信美術倶楽部や商店が主催し、常盤町蕉梧堂で抽選による頒布会の報。

檜山広容 ？− ？　琵琶弾奏家、絵も画いた。大正7年8月30日　9/3　9/4　9/26　10/9　11/2　児島絃雨と一緒に、

当地で琵琶の講演をするために来飯。8/31伝馬町西教寺、9/1-2飯田町の面白倶楽部他、郡内小学校など各

所で弾奏した。

深野知堂 1863ー？　熊本生まれの画家。本名、達、別号六余学人。愛知地方裁判所長、退官後は画作を専らにした。

「南信」大正3年6月16日　6/18　6/20　6/26　7/14　7/19　7/24　名古屋から来飯、上飯田の風越館に滞在

して揮毫依頼に応じた。また画会も催したようである。当地の旧友の弁護士、杉下秋碧と漢詩をつくり、

長野へ向けて退飯した。

福井江亭 1865ー1937　東京出身の画家。川端玉章に師事。明治31年に日本画会の結成に参画し、33年には无声会に

も参加した。40年の文展開設に際しては旧派の正派同志会に加わっている。明治41年から東京美術学校の

教授を務めた。「南信」大正5年5月27-28日　詐欺事件に名前を使われた記事で、直接の来飯や画会の記事

ではない。

福島安正 1852ー1919　旧松本藩藩士の軍人・書家。陸軍に所属し、日清・日露の役に参加。詩書に堪能。明治25年、



独逸からの帰国途中、単騎でシベリアを横断したことでも知られる。「南信」大正4年3月19日　3/25　3/30

3/31　4/1-3　4/6　6/26　豊橋から来飯。会地村駒場で講演会、揮毫、池田町野原文四郎宅へ宿泊など福

島将軍の講演行脚の報。

福田半香 1804ー1864　名は佶、字は吉人、通称は恭三郎。村松以弘・匂田台嶺・渡辺崋山に師事。

福田静処 ？− ？　明治35年11月27日「南信」に現在上諏訪に滞在の記事。

福田江湖 ？− ？　「南信」大正15年8月31日　8/30に飯島村へ来遊の報。

福永公美 ？− ？　「南信」大正12年10月20日　12/11　在飯中で、仲のＩ町二松亭裏の閑居で揮毫に応じている。

12/12は仙鶴楼で揮毫展覧会を開催。久保田保一の世話。大正14年7月5日、西遊の報。

福与悦夫 1901ー1981　上久堅出身の日本画家。はじめ神峰と号したが、のちに「悦夫」と改める。京都へ出て一色

南城に学び、のち大阪市立美術学校に入学、次いで矢野喬村に師事した。同大学の教授となり、文展・帝

展、戦後は日展を舞台に活動。昭和35年には日本南画院の結成に参加した。「南信」大正10年10月4日

10/9　10/11　10/16　最初は「神峰」の号で投稿、藝術論・作家論を論じている。大正12年2月7日　2/8-9

7/29　8/1-3　8/16　9/28　10/5　「神峰」の号で投稿。大正13年3月25日　5/25　12/12　大阪美術協会第

一回美術展覧会での受賞の報。大正14年5月6日　8/21　訪問取材とその師矢野喬村の天龍峡来訪の記事。

大正15年4月7日　6/1　10/7　10/17　大阪市美術展覧会出品作品の入選の報。師匠にあたる矢野橋村に同

伴して来飯、6/1に大和館に投宿の報。

藤井浩祐 1882ー1958　「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記事。参

加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・藤井浩

祐・石井鶴造ほか。

藤林春渓 ？− ？　森寛斎に師事した画家。渡清歴あり。日本青年絵画共進会に出品。詳細不明。「南信」大正5年9月

22日伝馬町龍翔寺で求めに応じて揮毫の報。来飯日時不明。

藤森紫僊 ？ー1914　諏訪出身の画家。児島果亭に南宋画を学び、花鳥山水を多く描いた。「南信」大正2年5月21日

10/10　10/29　10/30　11/8　11/11　12/9　伊那町から来飯し、主税町大和館に滞在揮毫に応じ、野原文

四郎や大平小洲・木下蘇雲らの支援を得て仙寿楼などで画会を催した。大正2年10月29-30日　12/3　紫僊

画会に参加。大正3年3月25日　3/26　4/25　天龍峡探勝で来飯、1月再来飯、会地村駒場に滞在し、揮毫。

3月13日心臓麻痺のため同地で客死。4月、今宮公園風越館で追善供養。

古瀬素石 1886ー？　木曾大桑村生まれの画家。梶田半古の門下。人物花鳥に長じたと報ずる。「南信」大正6年5月18

日　東京の相互倶楽部が主催する画会の広告。素石の来飯は不明。

ブレイク版画展「南信」大正8年8月27日　9/4　9/6　柳宗悦の来飯・講演会9/9に際して、その参考資料としてウィリ

アム・ブレイクの版画作品60余点を飯田小学校に陳列した。

帆足杏雨 1810ー1884　幼名は熊太郎のち庸平、諱は遠、字を致大。別号に鶴城・聴秋・半農など。

堀内文次郎 1863ー1942　信濃松代出身の軍人。陸軍大学卒、参謀本部副官を経て第一次世界大戦には司令官として青

島を攻略した。「南信」大正7年2月15-16日　伊那への訪問記事。

堀　鉄山 ？− ？　「南信」大正14年11月26日　11/29　12/1　天龍峡探勝を目途に来飯、蕉梧堂ホテルに投宿。揮毫

に応じた。探訪記事あり。

本阿弥天籟 刀剣鑑定家、本名は弥三郎。詳細不明。「南信」大正6年11月10日　11/14　11/20　12/18　伊賀良の刀剣愛

好家有志の招聘で来飯、同年春にも3日間滞在したが、再来。10日は扇町蕉梧堂に投宿、鑑定に応じている。

申込者多数で、滞在を延ばし12/17退飯し、諏訪に向かった。

本阿弥光美 ？− ？　「南信」大正14年12月4日　12/5　12/15　南信刀剣会の招聘で12/13来飯、117ビルで講演会をし



た。滞在期間など不明。大正15年1月8日　2/17　南信刀剣会の招聘で2/16来飯、17日に117銀行で講演会。

本阿弥光遊 ？− ？　「南信」大正14年11月7日　11/12　11月上旬に来飯、講演会や刀剣の鑑定をした。

ま

前田黙鳳 1853ー1918　播州龍野出身の書家。維新後上京して博文社に勤務。のち独立して「資治通鑑」などを翻刻

し、中国にも渡り、書の研究に従事。土方久元・杉渓六橋らと健筆会を創立した。「南信」大正5年8月25日

9/22　10/11　22日来飯、伝馬町善勝寺に滞在し揮毫した。10/11も滞在中で、天龍峡や尾林を探勝の予定

の報。

牧野氷壺 ？− ？　「南信」大正2年6月26日　竹林会

益田柳外 ？ー？　東京出身の画家。本名は犖。池田琴峰・望月金鳳・寺崎広業らに学ぶ。美術研精会・日本画会な

どに属した。「南信」大正8年6月19日　当地の塚原元平が主催で、村上鳳湖・須佐天斎・宮田司山らと一緒

に作品頒布会を開催する報。彼らの来飯については確認できていない。

松井亜堂 ？ー？　「南信」大正2年6月26日　竹林会　7/29劇作寄書会

松浦一洲 ？ー？　「南信」大正2年6月26日　竹林会　7/29劇作寄書会

松尾築山 ？− ？　熊本出身の書家。黄檗独立の画風を学び、漢詩をよくした。「南信」大正2年3月30日　28日に来飯、

主税町吉野館に投宿して揮毫。

松村巽 1887ー？　「南信」7/30-8/6まで、赤塚忠一・石野隆・松岡正雄らとともに赤穂村小学校で行われた絵画

講習会に講師として参加。

松岡正雄 1894ー1955　奈良出身の洋画家。東京美術学校師範科卒業後、教職を経て、大正8年に彫刻科に再入学、漆

工科も聴講。昭和3年から府立高等学校教員、在学中からニ科展に出品、のちに帝展を舞台に活動。漆藝も

行い、日本漆藝協会を設立。「南信」大正6年10月12日　10/16　10/17　10/26　10月16日飯田中学校に図画

担当の教諭として赴任。その着任インタビュー記事。大正7年8月28日　9/7　10/19　10/27　10/29　11/3

11/9　11/10　11/12　11/14　飯田中学校で図画担当教諭だった松岡が二科展に作品を出品５点すべて入選

したこと、上京後病気になり10/18帰飯し、中学校を依願退職したことを報じる。退飯にあたって在職中に

制作した作品を11/12-14　27点の展覧会を開催したことなどの記事。大正7年10月29日　11/10　11/12

11/14　展覧会は当地で洋画研究を続ける五月会との合同展の報。「南信」7/30-8/6まで、松村巽・石野

隆・松岡正雄らとともに赤穂村小学校で行われた絵画講習会に講師として参加。

松岡　譲 1891ー1969　旧名は善譲。小説家。漱石の長女筆子と結婚を機にＰＮの譲に改名。「南信」大正12年7月18

日　7/19　8/12　来遊が計画されたが「都合によって今秋に延期」。しかし、以後、来飯の記事はない。

松川伊勢雄 1900ー1983　大鹿村出身の洋画家。「南信」大正14年3月14日　春陽会入選の記事。ちなみに「熊野古道」

などの映画監督松川八洲雄はその息子。

松島十湖 1849ー1926 俳人・報徳運動家。幼名吉太郎、吉兵衛のち吉平と改称。俳号は大蕉庵十湖。「南信」大正12

年7月11日　7/5に天龍峡探勝を目途に来飯し、野口龍山方に投宿。7/9鼎の千登勢支店で歓迎会開催。

松田碧堂 ？− ？　多治見、虎渓山保寿禅院の僧侶で画家、松田宗潭。南画を能くした。「南信」大正8年11月16日、

数日前に来飯し、馬場町鮎野屋に滞在し、求めに応じて揮毫していた。これは自身が東京帝国大学に入学

するための学資を得るのが目的で、飯田在住の岐阜県人がこれを支援したものと思われる。11月の間は滞

在予定と報じられた。

松林桂月 1876ー1963　山口・萩の画家。本名伊藤篤。野口幽谷門。「南信」明治40年7月7日　8/22　天龍峡探勝と画



会開催を目的に来飯した池上秀畝に牧野永昭・佐竹永邨ととも随行し、画会では郷土作家も加わった。明

治43年10月2日　10/13　11/2　11/10　11/11　松林雪貞とともに11月に画会を開催。池上秀畝・小坂芝田、

大平小洲なども加わった。主催者には呉服商・岩崎新太郎も名を連ねている。

松林雪貞 1880ー？　「南信」明治43年10月2日　10/13　11/2　11/10　11/11　松林雪貞とともに11月に画会を開催。

池上秀畝・小坂芝田、大平小洲なども加わった。主催者には呉服商・岩崎新太郎も名を連ねている。

松廼家唖仙人　1868ー　東京の書家　本名は松田巌。明治39年5月27日　20日来飯、天龍峡探勝の後、24日帰京。

松田華松 ？− ？　画家。上田の有志によって開かれた西郷隆盛の追善会に参加　明治36年12月1日「南信」。

松永靄明 ？ー　東京住、四条派の画家。明治39年4月19日「南信」上伊那南向村を訪問して揮毫予告。

松村松仙 ？− ？　画家、久保田米僊門？　明治36年3月17日「南信」伊那富村に滞在。

松本渓雲 1874ー？　画家・教員。長野生まれ。加藤半渓・竹内栖鳳に学んだ。飯田高等女学校の画学教員を務めた

が、長野に帰郷することになったことを伝える記事「南信」明治36年6月16日。

松本清堂 1877ー？　福山市生まれの画家。寺崎広業に師事。「南信」大正6年2月14日　伊那谷の風光探勝を目的、片

桐村の竹村氏宅で揮毫中の報。

松山雲外 ？− ？　熊本生まれの書家。「南信」明治44年6月1日、5月末来飯し、追手町大田旅館に滞在、揮毫の求め

に応じた。

牧　哲斎 1840-？　尾張生まれの画家。柴田東嶺に学ぶ。明治36年9月12日「南信」9/24　10/29　11/21　12/13　に

来飯し、龍翔寺で　12/9には上郷別府経蔵寺で画会。

牧野永昭 ？ー？　「南信」明治40年7月7日　8/22　天龍峡探勝と画会開催を目的に来飯した池上秀畝に松林桂月・

佐竹永邨ととも随行した。画会では郷土作家も加わった。

正木ひろし 1896ー1975　昊（ひろし）　第二次世界大戦前より軍国主義批判を繰り広げ、戦時中には官憲による拷問

を告発した「首なし事件」で有名となった。戦後も多くの反権力裁判、冤罪裁判に関与した。著書多数。

1953年に起こった「八海事件」の弁護を担当し、「八海事件」について書いた著書「裁判官」はベストセラ

ーとなり、『真昼の暗黒』という題名で映画化された。「南信」大正11年7月20日。大正12年10月25日　11/9

11/12　11/25　長野県飯田中学校（飯田高校の前身）の英語として勤務していた、正木は飯田の洋画家た

ちの組織「梧桐会」に参加し、11/3-5の展覧会に作品を出品していたが、この年、応召し飯田中学を辞任

する。

丸山雲田 1878ー1937　松本出身の画家。菅原白龍・児玉果亭に師事。大正8年には信州美術会の結成に参加。「南信」

大正5年6月24日　7/11　7/16　8/4　8/22　この頃来飯し、主税町大和館に滞在。大平小洲と木下蘇雲が発

起人となって、7月上旬に画会を計画。7/20伝馬町龍翔寺で開催。8/6には第2回が江戸町元長信社内で、

7/16に常盤町仙寿楼の下平龍邸の送別会に参加して席上揮毫した。8/20の追手町三宜亭の雲田の送別会は

蘇雲と松枝花洲が発起人で19人参加した。

丸山永畝 1886ー1962　諏訪の画家。本名忠次郎、別号に紀宜。荒木寛畝に師事、「南信」大正3年7月14日に在飯中の

画家として掲載。松村旅館。

円山応挙 1733ー1795　名は岩次郎、後に主水。夏雲、雪汀、一嘯、仙嶺、僊斎、星聚館、鴨水漁史、攘雲、洛陽仙

人。石田幽汀に師事。

丸山子堅 1842ー1916　教育家　明治37年1月5日「南信」1/7　1/9　一時飯田に帰郷していた子堅が家族共々鎌倉へ

行くことになり、その送別会。席上、揮毫があった。

丸山晩霞 1867ー1942　小県出身の画家。本名は健作。上京して勧画学舎に入り、後に本田錦吉郎の影技堂に学ぶ。

明治33年に渡仏し、帰朝後は太平洋画会に参加。「南信」明治42年12月18　12/22　渡欧の資金調達のため



に各地を歴遊。14日伊那、17日赤穂、19日来飯、蕉梧堂に投宿して、21日諏訪に向けて出立。その間に有

力者を来春の作品頒布会に勧誘。明治43年2月26日　5/11に近況を伝える記事。大正8年7月17日　7/20　南

信新聞社が主催になり、伊原五郎兵衛・池上仲三郎・伊藤篤太郎・小島烏水・高橋作衛・沢柳政太郎・樋

口秀雄が発起人となって晩霞の作品を頒布する「日本アルプス画会」が計画された。画家不在の画会らし

い。大正9年3月10日　3/12　3/23-24　3/28　3/30-31　南信新聞社で丸山晩霞の画会を企画。3/19に来飯

が決まり、3/21から画会。その申込案内。実際は3/28来飯、画会は仙寿楼で3/28開催された。

丸山行雄 洋画家　「南信」大正15年7月30日　28日に来飯、上飯田風越館に投宿。詳細不明。

三浦晁古 1896ー1979　本名棚田嘉臣。「南信」大正14年12月6日　商工省主催の工芸展覧会に出品した木彫工芸人形

が入賞の記事。このころ、富山高岡工芸学校に勤務。

水谷華山 1867ー1928　明治時代から大正時代にかけて、当時玉水屋美術部顧問でもあり竹彫美術工芸家。「南信」大

正13年6月18日　山田豊の招聘で8月に来飯予定の報。

三田平凡児（寺）　1876ー1960　本名三田林蔵。荒木寛畝・小林清規に師事、鈍知空・知空、趣味山平凡寺。

三原松陽 ？ー？　画家。「南信」明治40年6月27日この頃来飯中で28日善勝寺で画会を開催。

三村竹清 1876ー1953　本名清三郎、書誌学者。別号に■大の下に明。、安岐羅。

源　仙涯 ？− ？　画家　久保田米僊門？　連合絵画共進会に参加　明治36年3月17日「南信」5/19　6/16には飯田に

滞在中。

宮路宗海 1856ー1923 蹈頂窟と号す。三河の人。20歳の時名古屋の儒者佐藤牧山に外典を学び、ついで円覚寺の洪

川、さらに相国寺の独園に参じ、独園の寂後その法嗣東獄より印気を受く。嵩山の正宗寺に住したがまも

なく円覚寺の管長に就任す。大正12年示寂。世寿68　「南信」大正11年4月21日から1週間、大雄寺で講習

会。4/5　4/19　4/30　揮毫の記載はない。

宮島柳正 1850ー1940　下條出身の画家、本名は玄一。瀧和亭・真辺柳圃に師事した。「南信」大正8年2月2日　5/20

柳正が西京諸富豪の招聘で当地を出発し、名古屋に滞在して歓迎を受けているという報。

宮田司山 1889ー1971　京都出身の画家。本名正治、菊池芳文に師事し、上京して荒木十畝に学ぶ。大正2年に文展に

入選、以降は官展を舞台に活躍した。「南信」大正3年7月26日竹坡画会に参加し、席上揮毫した。「南信」

大正8年6月19日　当地の塚原元平が主催で、村上鳳湖・須佐天斎・益田柳外らと一緒に作品頒布会を開催

する報。彼らの来飯については確認できていない。大正9年12月7日　下伊那美術協会の招聘で12/5来飯、

常盤旅館に投宿、7日に画会、8日帰京の予定の報。

宮崎碩山 1855ー？　豊後の画家。名は顕、通称孫太郎。後藤碩田に学ぶ。拝山・嘯山とともに九州の三山と称され

た。「南信」大正9年1月31日、天龍峡探勝のために扇町蕉梧堂に滞在して、揮毫にも応じているとの報。滞

在期間は不明。

宮路宗海 ？ー？　僧侶。記事では円覚寺の管長で、小石川白川道場。「南信」大正9年4月25日　5/23　5/17　5/21

飯田町大雄寺の直指会は、釈宗演が没した後、釈宗活が代わって担当したが、大正9年の第13回では宮路宗

海が担当することになった。5/12-18まで開催された。大正10年3月3日　3/15　4/4　4/12　第15回の直指

会に参加するため4/3来飯、4/10には慰労会兼送別会が鯛めし楼で開催された。

武者小路実篤 ？− ？　「南信」大正12年10月25日　10/23に上伊那郡の伊那富小学校で講演会をした。

村井石斎 ？ー？　画家　肖像に秀で、篆刻・彫金も手掛けた　明治36年5月17日「南信」喬木村に長期滞在していた

が、この時は上伊那郡田島に来遊。

村上委山 1867ー1936　京都出身の画家。本名義和。阿部閑山、後に瀧和亭に師事。日本美術協会に参加し、明治40

年には正派同志会にも評議委員として参画。宮内庁の命により朝鮮王世子殿下の絵画師範も務めた。「南信」



大正3年11月4日、来飯し主税町渡辺家に滞在して揮毫依頼に応じた。

村上鳳湖 1879ー1955　愛媛出身の画家。本名は利右衛門。松本楓湖・川合玉堂に学ぶ。日本絵画協会・日本美術院

連合絵画共進会や文展などに出品。「南信」大正8年6月19日　当地の塚原元平が主催で、須佐天斎・宮田司

山・益田柳外らと一緒に作品頒布会を開催する報。彼らの来飯については確認できていない。

村山桂次 1899ー1931　画家で詩人の村山槐多、その弟。「南信」大正13年3月12日　3/25　3/8の竜丘村の「農民美術

講習会」に講師として参加。など。

物集高見 1847ー1928　国学者、物集高世の長男。豊後出身、号に鶯田に・董園・埋書居士などがある。玉松操、平

田鉄胤らに学ぶ。帝國大学教授、文部省記録課長などを務める。『日本大辞林』や『広文庫』などを編纂し

た。「南信」大正6年10月25日　11/20　10月から県下各地で講演会を行ったが、11/23来飯、扇町蕉梧堂に

投宿、揮毫に応じる旨の広告記事。

本方秀麟 1881-1932　明治-昭和時代前期の日本画家。垣内雲麟に師事。四条派,文人画をまなび,大正2年新俳画運動

をおこす。雑誌「新美術」「美術公論」などに美術評論も執筆した。昭和7年9月22日死去。52歳。石川県出

身。本名は昌。「南信」大正12年10月25　11/21　12/1　県下各地を巡遊していた秀麟が11/21赤穂で講演会

を予定しているとの報。

望月金鳳 1846ー1915　大阪出身の画家。林仁鳳・西山完瑛に学んだ。日本美術協会・文展で活躍、審査員も務めた。

明治37年10月7日「南信」10/14　10/26　来飯し蕉梧堂に滞在、揮毫した。

森　白甫 1898ー1980　荒木十畝に師事。

森田恒友 1881ー1933　山本鼎(かなえ)らと雑誌「方寸」を創刊,翌年パンの会同人。大正3年渡仏,帰国後は日本美術

院同人をへて11年春陽会を結成。水墨の田園風景画でも知られる。昭和4年帝国美術学校(現武蔵野美大)教

授。「南信」大正13年11月19日　上伊那教育部会の招聘で11/24に伊那へ来遊の予定の報。

諸星成章 1870ー？　千葉出身の画家。川端玉章に師事。日本美術協会や日本画会に参加して受賞。明治40年の文展

開設に際しては旧派正派同志会の幹事として属した。川端画学校の教授として後進の指導にもあたった。

「南信」大正5年3月16日　3/26　4/25　6/15　天龍峡探勝を目途に3/16来飯。知久町の稲葉館に投宿。4/30

には当地の有志による花見会、6/15には天龍峡探勝の写真掲載。滞在中や当地の画家として■■朱亭・■

■豊亭（入野か？）・■■秀石（松田か？）の名前が掲載するが、欠字で詳細不詳。「南信」大正5年6月15

日　7/20　10/4　12/8　荒木探令・畑仙齢及び諸星成章は7月中に来飯し、知久町稲葉館を窓口に画会を開

催する予定であったが実現せず、10月に延期になったとあるが、これも来春に繰り延べになった。

や

矢沢秀幸 ？− ？　「南信」大正15年9月28日　書画の横領・売却を報じる記事。

安田杉渓 画家、安田泰堂の息子。山内多門の門下。後に傘契と号し、帝展にも作品を寄せている。「南信」大正8年3

月13日　3/25　4/9　泰堂・杉渓父子は3/11来飯し、主税町吉野館に滞在した。南信の後援画会が企画され、

鈴木卯吉（下伊那郡長）・小西吉太郎（飯田町長）・石川斧太郎・諏訪好正が協賛した。5月の来飯も予告

されるが、不明。

安田蕉堂 1874ー？　東京生まれの画家。三島蕉窓に師事。「南信」大正元年10月1日佐久での百画会予告。尾形月

耕・鈴木雨渓・大瀧雨山らと参加予定の報。

安田泰堂 ？ー？　漢詩人。杉渓の父。東京詩綜社社長で漢詩速成学会長。詳細不明。

安田靫彦 1884ー1978　本名は安田新三郎。歴史画の大家。小堀鞆音に師事。

安田文岳 ？ー？　画家　鴎鳴会の派遣員。明治35年4月6日・4月16「南信」伊那町で画会を開いた。



矢高濤舟 ？− ？　眼科医　「南信」大正2年6月26日竹林画会　7/29　劇作寄書会

柳沢真一 1895ー1987　「南信」大正14年6月24日天龍峡に来遊中の報。大正14年10月14日帝展入選の報。大正15年10

月14日、帝展出品作「山湖」が入選の報。

柳沢文真 1832ー1915　佐久出身の画家　谷文晁に就いた父文叔に学ぶ。明治36年5月20日「南信」8/20　9/24　12/8

生田に滞在、近日中に飯田来遊の予告記事。

柳原義光 ？− ？　柳原前光の子で、柳原白蓮の兄。貴族院議員、書に通じ、華山の号がある。「南信」大正8年4月5

日　7/18　7/26　8/18　大木遠吉伯爵とともに、天龍峡探勝を目的に4月中の来飯を計画していたが、実際

は7/27ー31の滞在と報じられている。しかしこれも延期になり、8/17に到着して、扇町蕉梧堂に投宿、揮

毫に応じたとの報。

柳　宗悦 1889ー1961　東京帝大卒の哲学者。白樺派同人となりバーナード・リーチを知り、西洋・日本の美術と宗

教を研究。また「民芸」の運動を唱導、後に日本民芸館を建設した。「南信」大正8年8月27日　9/4　9/6

上伊那で9/4講演会の後来飯、主税町の吉野館に投宿、翌5日、飯田小学校でおよそ100人を前に「ブレーク

の藝術に現れたる宗教」（下伊那読書会主催）を講演、持参した版画60点を陳列参考に供した。大正11年12

月7日　12/10　12月上旬に再遊。12/9　飯田小学校で講演。　大正15年11月11日　11/14　下伊那教育部会

と龍江村青年会などの招聘で11/14講演会の予定の報。

矢野喬（橋）村1890ー1965　「南信」大正14年8月21日　下條村出身の福与悦夫の招きで8/23来飯予定の報。大正15年4

月7日　4/19　5/20　6/1　諏訪滞在中の橋村が福与悦夫の招聘で4/17と5月下旬の2度、来飯した記事。蕉

梧堂や主税町大和館に投宿。

山内多門 1878ー1932　宮崎出身の画家。別号に都洲・容谷・蜀江山房などがある。はじめ郷里で中原南渓につき、

上京して川合玉堂・橋本雅邦に学んだ。日本絵画協会や二葉会に品を続け、明治40年以降は官展を部隊に

活躍、後に帝展審査員となる。「南信」大正8年7月8日　錦洲・紫雲の二作家を連れて、天龍峡探勝のため

に来飯し、扇町蕉梧堂に投宿した。滞在期間やその他講堂は不明。

山川永雅 1878ー1947　「南信」大正15年9月29日　飯田馬場町の吉川平八郎が恵風会設立のための資金調達のために、

山川の画会を計画。実施しかた、山川が来飯したかは不明。

山口錦洲 ？− ？　文展への出品歴のある画家。「南信」大正8年7月8日　山内多聞に連れられて、天龍峡探勝のため

に来飯し、扇町蕉梧堂に投宿した。滞在期間やその他講堂は不明。

山口半峰 1869ー1939　書家。「南信」大正12年7月26日　8/5　8/9　8/4天龍峡探勝を目途に来飯。教え子の中田実が

各方面に働き掛け8/5-7まで荒町の正念寺で「報恩揮毫会」を開催、70余名の参加を得た。大正14年8月12

8/26-27　天龍峡探勝を目途に8/25に来遊、時又松川旅館に投宿。竜丘小学校などで、書道に関する講演会

の予定の報。

山田敬中 1868ー1934　画家。本名島根忠蔵。月岡芳年・川端玉章に師事。日本絵画協会に参加し、日本美術院にも

加わる。石川県立工業高校に奉職するため一時東京を離れるが、40年の文展開設に際して帰京し、以後、

官展を舞台に活躍。

山田杉年 ？ー？　京都の画家。鈴木松年に学んだ。「南信」明治40年6月23日この頃来飯し、蕉梧堂で揮毫の予定の

報。

山田精一　1899ー1929　「南信」大正8年4月23日　斎藤誠逸郎・伊藤真之助・松浦・新井・原田・吉沢・米久保慎太

郎・松江・山田精一ら郡下の洋画家らの会。大正10年10月12-14日　井上呉服店の洋画展に伊藤真之助・伊

藤伝利・志賀寛治らと一緒に名前が確認される。山田阿水の弟。「南信」大正13年9月26日　大正14年1月30



日　篠田哲亮と図って、飯田に洋画研究所を設立しようという活動をしている。10月上旬から開校の予定

だったが頓挫。大正15年7月6日、この頃南信の漫画制作を委託されている。

山田翠谷 1873ー？　京都出身の画家。はじめ三宅呉暁、のちに橋本雅邦に学ぶ。京都美術協会会員。「南信」大正6

年7月25日　7/25に主税町仙鶴楼にて画会開催の報。滞在期間などは不明。

山田遂亭 1872ー1956　諏訪出身の画家。児島果亭に学んだ。「南信」大正7年6月23日大雄寺の直指会のために新村龍

翠と同道来飯。滞在期間退飯時期不明。

山本　鼎 1882ー1946　岡崎生まれの版画家。桜井暁雲に木版を学んだ後東京美術学校西洋画科に学び、卒業後、明

治40年に石井柏亭・小杉未醒らと同人誌「方寸」を創刊、翌年パンの会にも参加。大正初期に渡欧し、帰

国後は日本美術院・春陽会に参加。また大正7年には織田一麿らと日本創作版画協会を創立し、児童自由

画・農民美術などの普及に尽力。「南信」大正8年7月1日　7/9-11　8/21　9/21　9/24　9/26-27　9/30

10/2　この年9月竜丘小学校で開催された「第2回全国児童自由画展覧会」に関する記事。作品審査のため

島木赤彦・片上伸とともに来飯。9/24には講演会も行った。その後、島木と片上は下伊那読書会が主催し

た講演会で講演した。同展の開催については竜丘の木下紫水（茂男）が仲介に奔走した。大正10年1月23日

1/30　座光寺小学校や龍江小学校で開催された自由画研究会に岸辺福雄とともに参加を報じた。「自由画運

動」の項も参照。

山本清彦 ？ー1922　岡山出身の画家。岡本常彦に学ぶ。明治39年8月2日「南信」8/8　8/23　9/6　9/7　9/11　避

暑・探勝を兼ねて来飯。飯田仲ノ町に滞在し揮毫に応じた。9月には阿心庵雪人の文墨会に参加。木下静

涯・成宮東湖・中倉玉翠と交流。9月7日に送別会。

山本琴嶺 1862ー　江戸の画家。佐竹永邨の門。明治39年3月30日「南信」4/3　5/13　7/15　3月に飯田蕉梧堂に滞在

し、揮毫。7月に送別会、席上揮毫。

山本石痩 1872ー1944　半田出身の画家。本名一蔵。別号に石荘。山本梅荘の長男。弟に香雲がいる。父に師事して

南画を学び、その画系を嗣いだ。「南信」大正4年10月24日、画会のため随行2人と来飯、扇町蕉梧堂に投宿。

当地探勝の目的もあった。

山本昇雲 1870ー1965　高知県出身の画家、本名は茂三郎。別号に松谷・小斎っがる。はじめ山内家絵師の柳本洞素

に学び、上京後に瀧和亭に師事した。グラフ誌「風俗画報」の絵画部員となった。大正8年12月14日、大瀧

雨山・山本昇雲・田南岳璋の三作家が、当地の小池丹一郎と村松正樹が会主となる三友画会のために来飯

するとの報。同会は12/15常盤町仙寿楼で行われ、三人の挿絵が翌年の元旦号を飾った。

山本長秋 ？− ？　画家、詳細不明。「南信」大正8年1月10日　杉浦香泉と雪の信濃路探勝のため来飯予定の記事。

八幡郊処 1866ー1932　諏訪郡平野村出身の篆刻家。詩を八幡永湖、篆刻を五代目浜村蔵六に学ぶ。「南信」明治40年

2月26日、飯田伝馬町専照寺に滞在していた。「南信」明治42年6月11日上飯田の久精舎で送別会。席上書画

の揮毫。出立日は不明。大正15年6月19日　天龍峡探勝を目途に6/18来飯し、大和館へ投宿、揮毫に応じた。

由比光衛 1860ー1925　高知県出身の軍人。この時期、豊橋第15師団長、後に青島守備軍司令官で大将となる。「南信」

大正6年6月13日、管内巡閲のため来飯。

柚木久太 1885ー1970　「南信」大正14年5月29日　6/7　太平洋画会の幹部たちによる天龍峡探勝を伝える記事。参

加者は中村不折・満谷国四郎・石川寅治・鶴田吾郎・岡精一・柚木久太・池田永治・多々羅義雄・藤井浩

祐・石井鶴造ほか。

蛹龍堂浩堂 ？− ？（ようりゅうどう？）　主税町蛹龍堂とあるが、詳細不明。地元の画家か？　「南信」大正10年12

月11日　追手町・舞鶴で「百員頒布会」12/11開催の記事。

横井弘三 1889ー1965　飯田出身の画家。幼少時に上京、独学で油彩を修める。ニ科会に属すが、大正末期の新興藝



術運動に傾倒して三科の運動に加わる。また童心社を興してアンデパンダン展も開催した。戦後は一水会

に作品を寄せている。「南信」大正6年4月17日　来飯、追手町風月堂に滞在予定の報。

横地碧巖 1853ー　名古屋の画家。村瀬雪峡・大橋翠石・加藤秋村に学んだ。「南信」明治40年10月15日　10/29　14

日に来飯、蕉梧堂に投雨、揮毫。29日の素山の画会に参加し、揮毫した。

吉嗣江邨 ？− ？　詳細不詳　「南信」大正11年4月21日　知久町稲葉館に投宿中、目的は天龍峡探勝、画会計画中の

記事。

吉川安雄 1907ー1965　「南信」大正13年2月27日　3/6　吉川は同年3月に飯田中学を卒業、4月から東京美術学校師

範科に合格した。

吉川霊華 1875ー1929　本名準。橋本周延・中根半嶺に学び、後に狩野良信に師事。また松原佐久に有職故実を学び、

南隠禅師に帰依する。大正5年には鏑木清方・松岡映丘らと金鈴社を結成した。

吉沢和義 「南信」大正10年4月30日　松岡正雄の後任として大正7年11月飯田中学校図画担当教諭に任じていたが、

京都帝大助手になり飯田を離れることになった。後任は志賀寛治で5/30に着任。

吉沢白城 ？ー？　「南信」大正11年2月8日　2/15　3/9　一般から募集した「伊那節」を白城が「伊那焼」に刻むこ

とが予定されていた。大正15年10月29日郷土産業紹介展覧会へ出品の報。

吉田東港 1882ー？　茨城生まれの画家。本名は清素、通称増之助、別号に菘村。今尾景年門。「南信」大正2年3月4

日百画会開催の予告記事。翠雲・桂月・柳渓・常山・玉田などの出品を伝える。

吉野滑翠 ？− ？　「南信」大正12年11月16日　在飯中の吉野が伝馬町三原屋旅館で、塩澤萬象・松浦霞舟・上柳緑

や大平小洲らと交流、彼らの協力を得て揮毫するとの報。

吉原古城 1865ー1932　豊前国城井村出身の書家。慶應義塾に学び、後神道権少教正、権大僧正となる。「南信」大正

4年1月21日　1/26　1/27　扇屋・蕉梧堂に投宿。地元の支援を得て、1/10伝馬町善勝寺で詩書会が開かれ

る。大正12年5月24日　6/7　5月末から6月初頭に来飯。自著詩文の出版を旧知の発光堂に相談。6/3仙鶴楼

で講演会。

ら

楽石社 「南信」大正12年2月18日　2/20　2/17に松沢忠太が来飯し、吃音矯正施設建設資金調達を目途に画会開催

を下伊那郡役所に協力を依頼した。4月に予定された画会の様子は開催も含め不詳。

わ

和辻哲郎 1889ー1960　「南信」大正11年10月10日　10/29　10/31　郡青年会の招きで10/29和辻哲郎、早瀬　滉、小

宮豊隆、津田青楓、茅野蕭々、中勘助、高橋　穣、岩波茂雄、上野直昭、田部重之、高橋誠一郎、安倍能

成、太田水穂とともに来飯。



ら

陸鐘允 ？− ？　詳細不明　朝鮮からの亡命者で、京城出身。韓国外務参議であったが、閔妃事件の嫌疑を受けて

日本に亡命。詩歌に秀で、能筆家としても知られる。「南信」大正6年5月21日、20日に来飯し、広小路巴旅

館に投宿。退飯時期など不明。

緑山 岩田華谷を参照

柳府仙史 ？− ？　書家　明治36年12月19日「南信」　東京から西遊中の仙史の来飯記事。

■■柳荘 ？ー？　「南信」大正3年月14日に主税町大和館に投宿揮毫の記載。山下梅荘門下というが詳細不明。大正

8年6月1日　5/28荒町・太宰楼で画会を開催。第2回を6/25開催予定の報。参加希望者は鼎の菅沼覚一、竜

丘の木下修一郎まで、となっている。

わ

若狭成業 1887ー1957　秋田出身の画家。本名は忠太郎、別号に如岳・物外。小野崎如水・高橋晁山に学び、その後、

山田介堂・寺崎広業の門。諸星成星の義弟。「南信」大正3年7月9日　7/14　7月に来飯、知久町稲葉館に滞

在し、揮毫の求めに応じた。出立は不明。大正6年6月19日、揮毫依頼と駒ヶ岳写生を目的に急遽16日来飯。

若山牧水 1885ー1928　宮崎県出身の歌人、本名は繁。尾上柴舟に師事、紀行文や随筆にも秀でる。「南信」大正5年1

月8日　秋田・新潟を経て長野・南信に入り、2月中旬ころ上伊那南箕輪村の青山湊三郎（榛三郎の誤り？）

宅訪問の予告。

渡辺崋山 1793ー1841　通称は登のぼり。、諱は定静さだやす。号ははじめ華山で、35歳頃から崋山。別号に全楽堂・

寓画堂。

和田南海 ？− ？　岐阜郡上八幡出身の陶芸家。千代米川に住して作陶を続けた。「南信」大正10年6月7-8日　人物評。

渡辺公観 1878ー1938　大津出身の画家。本名耕平。京都市美術工芸学校を中退、森川曽文に師事。文展、その後、

日本自由画壇に参加。

渡辺千春 ？− ？　高知生まれの画家。重春塘に学ぶ。明治36年9月5日「南信」9/16　9/24　来飯揮毫を紹介する記

事。


