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根岸友山（1809～1890）①

根岸家は江戸時代の豪
農として栄え、幕末期の
友山は、16歳にして家督
を相続し、名主となって
村政を担った。そして自
邸内に「振武所」という
剣術道場と「三餘堂」と
いう私塾を開設し、子弟
の教育に尽力した。
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根岸友山（1809～1890）②

荒川の堤防普請で、役人の不正を正すた
めにいわゆる「蓑負騒動」に加担し、厳
罰を受けたものの、村人の信頼厚く、安
政６年（1859）には赦免され、子弟教育
を再開した。また友山は長州藩と親交が
あり江戸藩邸に招かれることもあった。
幕末には、尊王攘夷論者であった友山は、
浪士組（後の新撰組）に一時参加したが、
隊の中の意見や主張の相違から途中で分
かれ帰郷し、その後は村政に尽力した。
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根岸武香（1839～1902年）①

根岸武香は天保10年（1839）5
月15日、大里郡吉見村胄山の地
に、根岸友山の二男に生まれた。
父と同じく文武両道に秀で、少
年の頃より勉学を志して江戸に
出向した。武術を千葉周作の道
場に習い、また国学を平田鉄胤
や横山由清に学び、和歌は小林
歌城や安藤野雁に師事した。
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根岸武香（1839～1902年）②

儒学を三餘堂に逗留した寺門
静軒に教えを求めた。特に和
漢の学に特筆すべき能力を発
揮し、その関心は考古学や史
学への研究に繋がった。大森
貝塚を発掘したＥ・Ｓ・モー
スが根岸家に来訪するなど、
外国人との学術的交流でも知
られる。
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熊谷市・石上寺にあ
るＥ・Ｓ・モース像



熊谷市指定有形文化財「根岸家長屋門 モースの描いた根岸家の母屋

根岸家長屋門



根岸家長屋門の概要
江戸時代後期の寛政年間頃（1789～）に建て

られた根岸家長屋門は、幕末に活躍した「根岸
友山」と、維新後の政治に深くかかわり考古学
者として活躍した息子「武香」の生家。現在もそ
の風格は残され、熊谷市の有形文化財（建造
物）に指定されている。根岸家長屋門は、その
偉容や建築美から郷土の顔として多くの人々に
愛されてきた。平成22年に保存修理工事が行わ

れ、建物全体の補修と共に外壁が原初の色と
同じ鼠色に復元された。
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根岸家に残るＥ・Ｓ・モースのスケッチ、名刺(1882)、感謝状(1883)
（熊谷市有形文化財・歴史資料）

根岸家の歴史的資料



「武蔵国足立郡小室郷氷川神社
神宝図」

「土器諸図 (冑山文庫11-20)

「右土器石棒石剣十種明治三年
十一月十二日 足立郡小室郷氷川
神社神主菊池氏写 武香」



根岸家旧在の遺物「東京人類学
雑誌」掲載分 (明治36年)

中条古墳群出土埴輪日本考古資
料写真集」—男爵神田乃武氏蔵
(明治43年)
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寺門静軒
（てらかど せいけん）
寛政8年（1796年）- 慶応4年3月24日

（1868年4月16日）

幕末の儒学者。諱は良。字は子
温。通称は弥五左衛門。克己・

蓮湖という号もある。
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寺門静軒『江戸繁昌記』

：江戸後期の漢文戯作。5編5冊。1832～36年（天保3～7）刊。
さらに第6編は『江戸繁昌後記青楼之巻(せいろうのまき)』と
して41年刊。また第5編を書き継いだ『江戸繁昌後記』は初
編・2編が78年（明治11）に刊行。当時発禁処分となり、静軒
は江戸を離れることになる。



静軒、冑山の根岸家へ

静軒が大里郡吉見村冑山の根岸友山に迎え
られたのは没する１年前のことであった。両人
は旧知の間柄であった。

「静軒詩撰」の中に、「天保丁酉（八年）夏、武
州甲山に遊び、易を根岸氏の三餘堂において
講じ、これを賦して別を留む」と示されている。
友山の開いた私塾「三餘堂」は根岸家邸内に
あった。現在は「三餘堂跡」が市の史跡の指定
されている。
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静軒の死

慶応4年3月24日死去

（73歳）

根岸家墓所に隣接して
静軒の墓として円筒型
の墓石が置かれている。
県の旧跡に指定されて
いる。
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清水卯三郎
（しみずうさぶろう) （1829－1910）

文政12年3月4日生まれ。母

方の伯父根岸友山、箕作阮
甫（みつくりげんぽ）などに学
んだ。生母の没後、根岸家
に身を寄せる。慶応3年
(1867)パリ万国博に日本の

美術品を紹介、陶器絵の具、
石版印刷器械などの美術商
品とともに帰国。
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清水卯三郎
（しみずうさぶろう) （1829－1910）

渋沢栄一、尾高惇忠との交
流を起点に経済、社会事業
分野に傾注。東京に瑞穂屋
を開店し、洋書や歯科医療
器具などを輸入販売。明六
社に参加し、仮名文字普及
を提唱した。明治43年1月20
日死去。名は直。字は子礼。
号は蕪軒。
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五代友厚（才助）とも交
流し、薩摩藩時代、罪に
問われた五代を親戚の熊
谷市四方寺・吉田家に招
き入れ、保護した。
（上・吉田家菩提寺の集
福寺・合成）



竹井澹如
（たけいたんじょ）（1839－1912）

天保10年、群馬県甘楽郡南牧村

羽沢の豪族市川家に生まれた。幼
名を萬平といい、幽谷と号した。慶
応元年(1865)、熊谷宿の本陣を務
めた竹井家の当主となり、明治12
年(1879)、初代の県会議長に就任。

その後、政府の要職などをすすめ
られるものの、終始一貫熊谷地方
のために貢献した。
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竹井澹如
（たけいたんじょ）（1839－1912）

次代の県会議長の根岸武香と
の協力関係は長く続いた。そ
の他、熊谷県庁の誘致、旧熊
谷堤の修築と桜の植樹、養蚕
業の振興、私立中学校の創設
など多岐に渡って偉業を残し、
大正元年8月に死去。竹井家別
邸の星溪園は、現在も熊谷市
名勝として多くの市民から親
しまれている。
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熊谷市名勝「星溪園」
の玉の池



渋沢栄一
（しぶさわえいいち）（1840-1931）

近代日本経済の父といわれる渋沢
栄一は天保11年（1840）深谷市の

血洗島の農家の家に生まれた。幼
い頃から家業である藍玉の製造・販
売・養蚕を手伝い、父市郎右衛門か
ら学問の手ほどきを受けた。7歳に

なると下手計のいとこの尾高惇忠
のもとへ論語をはじめとする学問を
習いに通った。
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渋沢栄一（しぶさわえいいち）（1840-1931）

20代で倒幕思想を抱き、惇忠や惇忠の弟の長

七郎、いとこの渋沢喜作らとともに、高崎城乗っ
取りを計画したが、長七郎は京都での見聞から
これに反対し計画は中止された。その後、喜作
とともに京都へ向かい、一橋（徳川）慶喜に仕
官することになった。一橋家で実力を発揮した
栄一は27歳の時、慶喜の弟徳川昭武に随行し、

パリ万国博覧会を見学し、欧州諸国の実情に
触れた。
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渋沢栄一（しぶさわえいいち）（1840-1931）

帰国後、日本で最初の合本（株式）組織「商法
会所」を設立し、明治政府の大蔵省に仕官した。
栄一は富岡製糸場設置主任として製糸場設立
にも関わり、義兄の惇忠が初代場長に就任。大
蔵省を退職後、一民間経済人として株式会社
組織による企業の創設・育成に力を入れるとと
もに「道徳経済合一説」を唱え、約500もの企業
の設立に関わった。また約700もの社会公共事

業、福祉・教育機関の支援と民間外交にも熱心
に取り組み、数々の功績を残した。
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一明治廿七年五月六日埼玉県大里郡熊谷町創立事務所（小松屋新三郎方）
ニ於テ開ク

一本日出席ノ株主ハ三拾八人ニシテ（代理権ヲ委任セシモノ拾九人権利数
弐百個ヲ併算）此権利数ハ六百拾三個ナリ
第一 創業ノ承認
一金七拾弐円七拾八銭四厘 但創業総会迄ニ支払フベキ分
一金三拾五円五拾銭 但創業総会ヨリ設立免許迄ニ要スル予算

（略）第五 役員選挙（匿名投票）
取締役

五百六拾点 稲村貫一郎 五百三拾弐点 根岸武香
四百三拾九点 斎藤周一郎
四百弐拾八点 長谷川敬助 三百四拾弐点 松本平蔵 右当選ス

監査役（同前）

五百拾壱点 根岸常次郎 三百九拾壱点 笠間靖 三百拾五点 竹井懿貞
弐百六拾弐点 斎藤蔵之助
弐百三拾点 中村房五郎 右当選ス
○五月七日取締役互撰ノ結果ハ左ノ如シ
頭取 稲村貫一郎 副頭取 斎藤周一郎 右決定相成候間及御報告候也

明治廿七年五月七日 株式会社熊谷銀行 創立事務所

資料：株式会社熊谷銀行創業総会決議報告（第5巻 p.339-340）
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第六課文書類別 農商・鉄道ニ関スル書類二
明治30年第1種 第9巻 p.78-87

私共儀、今般福島県安積郡々山町ヲ起点トシ、三春・小野新町
ヲ経、同県磐前郡平町ニ達スル延長大約四拾四哩ノ間、別紙図面朱線ノ場所ニ鉄
道ヲ敷設シ、旅客貨物運輸ノ営業ヲ為スノ目的ヲ以テ、磐城鉄道株式会社ヲ創立
仕候間、何卒右会社発起ノ儀、御認可被成下度、依テ商法及ヒ私設鉄道条例ノ規
定ニ依リ、別紙書類相添ヘ、発起人一同連署ヲ以テ此段奉願候也

明治廿八年十月四日 発起人
東京市浅草区橋場町三十七番地 真中忠直(印)
同市日本橋区兜町二番地 渋沢栄一印
同市同区本材木町一丁目七番地 渡辺治右衛門(印)
同市本所区千歳町四十六番地 川崎八右衛門(印)
同市深川区清住町一番地 浅野総一郎印
同市麹町区中六番町五番地 唐崎恭三(印)
同市本所区緑町一丁目九番地 天野仙輔印
同市京橋区霊岸嶋塩町九番地 宮古啓三郎(印)
福島県磐城国磐前郡平町字紺屋町三十五番地 白井遠平(印)
東京市本郷区真砂町拾五番地 小山田信蔵(印)
埼玉県武蔵国大里郡吉見村胄山一番地 根岸武香（印）
東京市小石川区諏訪町廿六番地 石川弥（印）

磐城鉄道株式会社創立発起認可願
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『渋沢栄一日記』 明治34年（渋沢栄一述）第27巻 p.108

渋沢栄一 日記 明治三四年 （渋沢子爵家所蔵）
三月二日 晴

○上略 埼玉学友会長島隆二・吉田市十郎・本多静六ノ三氏来ル
○下略

○中略。
三月七日 雨

○上略 午後八時埼玉県人竹井澹如・吉田市十郎・本多静六・長島
隆二諸氏来ル、学校生徒監督ノ事ヲ談ス

○中略。
三月十九日 晴

○上略 午後六時兜町ニ帰宅ス。此日埼玉県出身ノ書生修学ヲ奨励
監督スヘキ一会ヲ設クル為メ、佐野少将・竹井澹如・長谷川敬介・
吉田市十郎・福田又市・諸井恒平・根岸武香・長島隆二ノ諸氏来会
シ、其方法ヲ審議ス、衆議其設置ノ大体ヲ可決シ、方案起稿ノ為メ
佐野男爵・吉田市十郎・諸井恒平・長島隆二ノ諸氏ニ主査ヲ托ス、
夜十時散会ス（以下略）



終

・近現代熊谷の揺籃期を形成した根岸家
研究の可能性

・根岸家の歴史の更なる啓発と情報発信
に向けて

・今後の研究課題と根岸家の文化遺産を
めぐる保護活用

主要参考文献・資料
・『根岸友山・武香の軌跡 : 幕末維新から明治へ』 根岸友憲 監修 ; 
根岸友山・武香顕彰会／編さきたま出版会 2006年5月
・資料「根岸家と渋沢栄一の周辺」山下祐樹 2021年5月
・公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センター資料アーカイブズ

結びに
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