
1

明治 37 年 3 月～12 月
『海南新聞』俘虜彙聞 ①
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発行日付
「俘虜彙聞」の見

出しタイトル

（「俘虜彙聞」以外

の場合は色で網掛

け）

本 文

M37.03.20 来着延引 十八日夕刻来着すべき筈なりし捕虜（露國水雷駆逐艦ステレグシチー乗組機関兵）三名は前号欄外記載の如く同日夜に入るも来らず当第十旅団よ
り佐世保に向けて照会電報を発せし処其返電に「風波のため酒田丸出発延期本日（十八日）午后四時出帆明日（十九日）午后四時三津に着する予
定」との返電あり又師団よりも延引せる旨返電あり依て昼の内より三津小富士亭１に出張待受け居たる係官等は何れも九時頃同地を引揚げたり

捕虜取扱委員 松山二十二連隊にて定めたる捕虜監督将校同相当官捕虜の委員）は左の如し

委員長 内野少佐 委員 小笠村大尉
委員 吉田一等軍曹 委員 國司三等主計
外に助手三名（下士）

収容所準備成る 前項捕虜委員諸氏は一昨日早朝より収容所なる宮古町大林寺に赴き諸般準備に多忙を極めしが収容場所は仝寺門内左方の一部とし午後四時頃用
具備付等全く完成せり

捕虜の食費 捕虜は可成叮寧親切に取扱ひ遣りたしとは云へ日本兵以上の待遇はなす道なく捕虜取扱ひ費として充てられあるは極めて僅々のものなる由にて

食費は一人一日十五銭宛なりと

受取官出張 捕虜は三津濱に於て汽船酒田丸乗組海軍少佐より松山衛戍司令官たる旅団長が之を受取り更めて前記監督将校に引渡すべき手続なれば旅団副官
戒田中尉は司令官の命令に依つて昨日午後二時松山発の汽車にて三津に赴きたり仝日は多分到着せしならん

軍医憲兵等出張 捕虜中の負傷者に応急手当をなすべき要あれば連隊の吉田一等軍医及び護送警衛として松山憲兵分隊より憲兵二名も戒田中尉と共に三津に赴き
たり（以上昨日午後二時記）

M37.03.23 収容後の模様 露國水雷駆逐艦ステレグシチー乗組み機関兵三名が去る十九日当松山へ押送され大林寺へ収容されし景況は本紙が最も詳細且つ敏速に報道した

る所の如くなるが彼等三名は既記佐世保に於ける海軍大臣の慰問状且つ収容後係り官よりの論告に依り大に安心せるものゝ如く快活然も従順に
寺内を遊歩運動し居れり

通訳官の来着 松山俘虜収容所通訳官は東京より来着することゝなり居り十九日同地出発せし筈なれども如何なる都合にや昨日までには未だ着松せず依て来着
当日は酒田丸乗組の藤井氏と松山滞在小笠原氏が臨時通訳の任に当り一昨日は赤十字の救護所の谷口氏が其用を達したる由

負傷者の経過 俘虜中負傷せるヒーリンスキーは一昨日吉田軍医の手術を受けたるが脊部六ヶ所の火傷はすでに半ばゝ癒着に向ひ其他の経過も至つて宜しけれ
ばコヽ二週間も経ば全く快癒するならんと

１ 「広告 三津小冨士亭は眺望快活 空気清涼 割烹美味（早朝より海水浴の設あり）」（『海南新聞』M37.07.22）
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某将校の実話 俘虜に関係ある某将校の談に曰く今回の俘虜は先に赤十字社の収容せるワリヤーク乗組兵の如く命を惜んで他国軍艦へ逃げ込んだ輩と違ひて天
晴名誉の戦闘をなし倒れて後已むの実を示して遂に捕はれたものなれば敵ながらも大に賞すべきものありされは充分の同情を以て彼等を待遇し
て遣りたく思ふけれども何分費用が少いものだから思ふ様になり難い彼等は着のみ着のまゝ捕はれしもの故茶碗一つ歯磨一袋の用意もあらう筈
がない又日が経つうちには無聊の余りトランプの一つも遣つて見たからうが素より其んなもの何れよりも補給を受る道がない、だから市民にして

彼等の身上に同情を寄するものがあれば食品も可なりだけれど日用の小道具や遊戯具の様なものを寄附して貰ひたいものであるけれども彼等を
して贅沢に暮らさしむることは到底許さない又物品の寄附でもしたいと思ふ人があるなら同一の品が重複する様なことがあつても困るから予め
相談を受けると云ふ様なことにしたいものだ云々

M37.03.25
(第 7939号附
録)

俘虜中に靴工あり 目下大林寺内に収容の俘虜中に何か手職を有するものありや否やを尋ねしに其中の一人実父よりの靴師ありて兵役に入るや既に四年靴工となり
居りしを以て靴を製する事は得意に付製すべきものあれば其事に従はせられ度しと希望し一日に三足位は製し得る由答へしが他二人は皆百姓に
て何の手職も無く只兵役に入りてより銃を磨くの外何も知らぬと語りたり

通訳出勤 一昨日東京より来着したる通訳官前田鶴之助氏は同日一応収容所に狃りて所内の模様を見監督将校等と打合す処あり昨日より勤務することゝせ

り

M37.03.26
(第 7940号附

録)

開戦以来沐浴せず
（松山大林寺の俘虜収容所に於ける）
大林寺収容中の露虜は三名ながら今回の開戦後即ち二月上旬以来未だ一回も上陸せずステレグシチー艦を離れしことなき由にて月余間一度も入

浴せざることゝて全身垢もぶれとなりシヤツ、ズボン等も甚だしく汚れ居たる故松山到着の翌日入浴せしめ袢衣等改めさせしに何れも非常に心地
好く喜び居たりとはさもありなん

慰問を歓迎す 是までは通訳官なかりし故惣ての慰問を謝絶し居りしが今後は有志諸氏の慰問を受くることを歓迎する方針なり然れども所謂見物的慰問にして
一時は多人数押かけ或は最初の内一二度は行くも●るれば一回も見向かざる如きは大に厭ふ処なれば終始一貫絶えず衷心の慰問を受け度く又寄
贈品の如きも大に望む所なれども僅か三人位の収容者なれば野菜一把パン一斤にもせよ数回の分贈を希ひ一時に多量贈らるゝは却て迷惑とする
由当局将校は語り居れり●●便宜上慰問時間は毎日正午より午後二時迄の間と定めし趣

寄贈適品 既記の如く彼等は敵艦より着のみ着のまゝ我が艦隊へ収容されたるものなれば所持品としては殆んど一品もなく素より一金も持たされば寄贈品
は遊戯具日用具食品等何にても喜ぶならんが就中好適せんと思はるゝは風景写真、日本絵草子、簡易なる西洋的室内遊戯具、紅茶、砂糖、煙草、
ビスケツト、歯磨粉、ブラシ、石鹸、西洋手拭、落し紙、鋏、糸、針、ペン、インキ、西洋靴、仝●袋●●●●等の理髪具及び野菜類等なるべき
か

本国へ文通す 彼等三名は我国に捕獲されし後未だ一回も本国へ文通をなさゞりしが一昨日監督将校の許可を得て詳細に其後の経過を認め目下安心の位置にあ
る旨認めたる文書を本国なる家族親戚等へ発信せりと

我軍律の寛仁に感す 露國は専制政治なるが為め上長官の圧制なる事実に想像の外にあり一切兵卒等に対し笑ひ顔抔見せる事無きよしなるが之に反して我軍の将校が
時々俘虜等に対して笑ひを漏らす挙動あるより彼等三名は之を見て其寛仁な事を感嘆し居れるなり

M37.04. (コピーなし)

M37.05.15 ●●延引 汽船コロンボ丸にて昨日午前中に到着すべき筈なりし露国俘虜は同日午後に至るも未だ●●●●の如く同船が門司出港の際は当旅団●●●筈な
るも同日正午までには入電なかりを以て多分昨日中には着船なかりしならん尤も●●●●着せしやるも知れざれど若し夜中着船せ●●●上陸せ

しむる筈となり居たり遅くも本日中には愈よ到着せん

●●負傷者 去十日鴨緑江畔安東県発昨日論せし●報（延着）によれば本月十日汽船コロンボ丸に搭載して仝処を発したる露国俘虜中の負傷者は将校九名、下
士以下二百八十六名にして内重傷のため歩行し得ず担架を要するもの百七十人以上なりと

俘虜の総数 第一着到来の俘虜中前項の如く負傷者二百九十六名ありとすればこれに健康者百三十八名を加へて本日来るべきもの将卒合して四百二十三名な
らんか

俘虜受領委員 俘虜到着の際は之が受領のため松山旅団より委員長粟津中佐、委員小笠原大尉、三谷中尉、松澤少尉及び松山衛戍病院より馬島軍医正並に軍医三
名高濱に出張すべし
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通訳官来松 旅団附露語通訳官は是迄前田氏一人なりしが今度斯く多数の俘虜が来るにつき新に東京より五名の通訳来松し都合左の六名となれり
三番町城戸屋 鈴木 周三（委任）
仝 鈴木相之助（仝）
仝 吉川雅太郎（委任待遇）

仝 竹田弥左衛門（仝）
北京町十七番戸 前田鶴之助（判任）
魚町高●屋 田代金太郎（仝）

右諸氏の俸給は月俸七十円以上九十円以下なりと

佐世保の俘虜 先に我が艦船が獲し敵の駆逐艦ステレグシチー乗組の海兵四名中三名はすでに大林寺に収容され居れど残り一名は重傷の故を以て目下佐世保病
院に入院中なるが快癒次第これも当地に収容さるゝ筈

俘虜委員の一将校曰
く

ハァ幾等来るのだかまだ確かに判りません、最初は百と云ひ三百と云ひ又五百と云ひ電報が区々であつて此上は来て見ねば判らんでせう、●れも
我軍が鳳凰城へまで進軍して多くの俘虜を獲ながら一も虐殺をしないのみならず極めて鄭重に扱ふもんだから初めは殺されはしまいかと危ぶん
で藪の中や民家に隠れて居たもの等がノコノコと這出して投降すると云ふ風で戦地でさへ今に実際の敵は判らんのでせう、ナーニ今にも旅順が陥

ちたら一万五千の俘虜は受合です……御承知の通り彼等は宗教上自殺を一種の罪悪として居るものですから如何しても日本人の様に自分で死ぬ
ると云ふことは決して出来ないからネ、ハッハッハヽヽヽヽ

金千円の到来 露国義勇隊に関する金円を本邦にて取扱ひ居りしは露清銀行長崎出張店にてありしが同店は日露開戦となりてより同所を引き揚げ目下は米国人

の設置に係る「リンガーボーン」にて其残務を取扱ひ居るを以て大林寺収容中の俘虜将校セレツキー中佐は予て同店へ向け金千円送りくれたき旨
依頼し居りしが過日同店より松山興産銀行へ為替にて送金し来りし故彼は早速日本貨幣にて受け取れりと

寄附物品 (省略)
其後の慰問者 (省略)

M37.05.17 ●●将校収容 九連城役の露国俘虜四百五十余[名は]昨日の本紙[号外]（一●は本日の附録）を以て報[じた如く]十五日朝コロンボ丸で高濱に着し仝日午●●●の
各収容所へ分散された、其内負傷将校九名（内一名重傷）と其従卒各一名及重傷下士卒八名[等は俘虜]収容所病室本院たる松山衛戍病院内へ収容

されたが内将校四名は極めて軽微な傷で最早入院[の必要]がないから仝日直に其従卒と共に退院し●●●●●つた将校下士卒はスツカリ白き病衣
に着替へ同病院内北側の六室に分散安臥して居る、●●●●●●●●殊に宜しく城山の若葉を●●初夏の風は●スガスガとして余程心地好げに見
える

●●●●収容 俘虜収容所第一病室は西堀端勧善社●●は下士以下の軽傷者百名を収容して居るが此●●は病室を三つに仕切つて其第一室の如きは七十●●を
容れて居る、中には熱発するので絶えず氷で頭を冷して居るものもあるが多くは寝ながらペチヤクチヤと話して居る

大林寺収容 夫から残りの負傷者は第二病室たる宮古町大林寺に収容してあるがこれも勧善社の●●●しう病衣に着替えて小奇麗になつたので喜んで居るら
しい、尤も以上の収容者中には負傷●●●ではない病者も交はつて居るのだが幸に伝●●●ないさうな、各病室とも赤十字社の出張所●●●救護
班員が詰めて居る又召集された救護●松山の八十班は本院と第一病室を受持ち徳島●十六班は第二病室を担当して居る

公会堂収容 萱町の松山市公会堂には既記の通り●●を問はず将卒の別なく健康者全部を収容●将校は階下一号室に下士卒は階上大広間に容れて居るが何れ
もまだ何をすると云ふことも●●着て来た儘の衣服で庭先や玄関口にコロリ●●●げて居る

●●●を喜ぶ (省略)

虱子の行列 公会堂の健康者は今に風呂にも●●（但し昨日午後入浴させたる筈）●衣脱●●●とが出来ぬので相変らず全身から一種異様●●を発し実に鼻持

がならぬ程で一人として虱●●して居らぬはない、夜だとて着た儘こぼし●●●●●●げて寝るのだから折角新しく拵へた蒲団●●●●●●の●
●で縦列を作●●●と云ふ塩梅、負傷者の包帯にさへ一小●位は潜んで居たげな

トランプの注文 本院病室にある将校連は昨日必要物品としてインキだとかマツチだとか罫紙、半カチ等の購入方を申出で十円紙幣を差出したが其節トランプ二組
の注文もした等彼はトランプがなければ一日も暮されぬものと見らる
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通訳来る 既記の六名以外に北海道士族倉澤理人氏は今回陸軍通訳として来松し一昨日三番町城戸屋に投宿した

船中死人なし 汽船古倫母丸は斯く多数の俘虜（過半負傷者）を乗せて数日間の航海を続けしものなれば其護送中或は一二名位の死亡者が出来るであらうと思ふ
たのに幸にも（玄海洋の風波荒かりしにも拘はらず）船中一人の死者を出さなかつたと云ふ、因に昨今誰が云ふたか一昨日の上陸当時甲板から海

中に身を投じた俘虜が二三名ある様に風評するものがあるが夫こう実に跡方もなき嘘の皮の骨頂だ

負傷者死亡 然るに勧善社収容中の一兵卒は前日来長途の船車動揺に●えられざりしものと見え昨日午后二時頃俄然病歿せりと云ふ

沓足袋がない 一昨日高濱に上陸したる俘虜将校が五十二銀行倶楽部の休憩所へ案内せられ皆々其楼上へ上り行く中に二人の将校は椽側に腰をかれたぎりで一
向に上らうとしないので桐谷少尉が何故上らぬのかと聞いて見たら靴足袋がない故だ（欧洲人は決して素足素肌を顯はさない）と云ふので然らば
沓足袋を買はうとしたが漁村のことゝて一寸買へない、然う斯うするうちに西田書記官の尽力で一足だけは●ふたが今一足々りしないので終に一

人の将校は上らず仕舞ひであつた、此処等は流石に感心だ

一遍に五合飯 将校連は食事の度毎船中でも其後でもガブガブとウイスキーを飲らないことがないが下士卒は一向に酒を飲まない（必竟銭がないからであらう）、

が飯と来たら食ふの食はぬのではない或日も船中で五合飯を一度に与へたら無格好に指先や口髭に飯粒の附くも構はずムシヤムシヤ遣らかし其
五合飯を一遍に平げて終つたのもあつたげな、だから其以後は一度に必ず一回分しか与へぬことゝしたと云ふ

俘虜の安心 彼等が鴨緑江にて乗船の際我軍司令部は厳かに

日本に到着せば鄭重なる待遇を為し危険の虞なきのみか各自の郷●と自由に通信するを得せしめ創所も早く癒へて平和克復の暁には無事帰国
することを得るを以て安心せよ

と宣言した、此の宣言は●く彼等の神経を靖んじたる様子であつたが多くの兵士の中には尚ほ俘虜となりて日本に行かば斬首せらるべしと妄信せ
るものあり来るが来るまで此危懼を抱いて居たのもあつたらしいが愈よ松山に到着し昨日記載の如く古参の海兵俘虜等に就て親しく当地の模様

等を聞くに至り初めて安心したとのこと

俘虜取扱 は是まで旅団の事務と混ぜられ居りしが昨日より当旅団司令部内に一室を構へ他の事務と全く分離して粟津中佐監督のもとに松澤少尉が専ら担
任することゝなりたる由

M37.05.18 露兵の葬儀 松山俘虜収容所第一病室（勧善社）に収容されし露兵の一人が一昨日午後重傷の上余●●●したる為死亡したことは前号本欄に記した通りである
が此俘虜は歩兵上等兵ユルスキー、スドプスキーと呼ぶ猶太人である、で其葬儀は仝日午后八時より仝所に於て鄭重に執行はれ戦友たる公会堂収
容の俘虜十五名に会葬せしめ特に歩兵第廿二連隊よりは上等兵一名卒四名をして儀杖兵たらしめ死屍は陸軍墓地の一隅へ葬つた

俘虜取扱事務所 は是迄第●旅団内に設けありしが昨日午後より当分公会堂内へ移転した

陣鍋の使用法 俘虜の陸兵は皆混毛の外套と大なるズツクの袋と小形な釣瓶様のものとを持つて居たがこれは陣鍋である、此袋は手拭でも小刀でも●でも煙草で
も何んでも彼んでも総ての携帯品を五茶交ぜに容れるので陣鍋では飯も炊けば汁もわかす水汲様に用ふれば湯沸し用にも使ふてこれで行水もす

るのぢやさうな

彼等の喫煙 日本人でも喫む人もあれば喫まぬ者もあるから其悉くが●うではなからうが彼等の多くは極めて喫煙を好むと見えて大概俘虜となる●●に漢人
から煙草を買ふたり掠奪したりして持つて居る、それで船中頻りにスパつかせて居たが我が衛兵は之を厳禁し●と思つて余程八釜しく云つたが先

生等は●●●●に中々止めない、で●●な奴はコソツと西洋マッチを擦り吸殻は牛肉の●●●にソツと吹込んで置いて知らぬ顔で澄して居ると云
ふ●●、我が衛兵も彼等が左程喫みたいのならと強て止めないことゝしたから先生等は●●●●●こになつて公然煙を輪に吹く、果ては衛兵等に
マッチを貰ひに来たり金銭を出して煙草を分けて呉れなどゝ要求したさうな、船が高濱へ着いた頃は大概皆な煙草を喫尽して居た時分で上陸する
や否や見る者毎に手真似で以て煙草を呉れいと云ひ記者の如きも当日グルリから要求されて一本づゝ遣つて居つたら忽ち一袋はカラになつて終

うたのであつた

小倉服の曹長 陸兵の健康者中に最も少さい日本兵より二三寸も背の低いのが一人ある、此男に限つて肩章もなければ袖章もない小倉服を着て●●の窯焚然とし
て居るから何うしても一番階級の低いのだらうと思はれるが聞いて見るとこれは狙撃歩兵の曹長であつて下士卒中の上級者だ、だから先生我が衛
兵から一般兵士に命令を伝ふべく命令されると甲斐々々しく立働きスコ付に威張つてチヨコチヨコとする処却々小さかしい性質と見へる、曹長君

何故卒りも劣等な服を着て居るかと云ふと彼は九連城の敗軍に逸足出して逃げ出したが日本軍に見付かると大変だと思つて家へ●込み制服を脱
いで右の小倉服を着服し非戦闘員に化けて憂き目を逃れ様と計つたのださうな、けれども斯くは俘虜の身分となつたのだ
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露軍負けず 九連城の戦、決して露軍が負ける筈はなかつたのだが其兵数が日本軍に比して遥かに少数であつたからフイ遣られたのだ若し彼の時日本軍と殆ん
ど同数の兵力があつたなら決して敵を鴨緑江より北に進ましめるのではない只だ兵数が少いために負けたので此一戦を以つて露軍が弱いとは断
言出来ぬ論より証拠今に遼陽の戦には見事日軍を撃退して見せると俘虜将校も兵卒も同一様に思つて居る、否な現に口外して居るさうな、して見
るとアレキシーフの空威張は強ち列国に対する面目のみでなく実際然う思つて居るのと見へる、其実九連城に於ける敵の兵数はなかなか一師団半

や二師団位でなく少なくも三師団以上或は四師団位居たかも知れぬ、兎に角我よりは確に優勢であつたのだとは該戦闘に従事した近●兵士の云ふ
処だ

篤志看護婦の俘虜救

護

本県の篤志看護婦人会員中俘虜負傷者の救護に従事したき旨申出たものがあつた為め赤十字本社へ問合せたら松山衛戍病院の許可を得ば差支へ

なき旨回答があつたと云ふ続々志願者かあるだらう

M37.05.19 露國軍医の来松 日本赤十字社病院船弘済丸は我軍に属する傷病者約百五十名と露軍軍医等四名を●●して一昨日午後六時清国某地より県下高濱に入港した、で赤
十字社支部よりは尾崎幹事、谷口通訳、県庁よりは●田警部、衛戍病院よりは鈴木通訳等同地に出張直ちに露國二等軍医正一名、同看護長二名、
看護卒一名上陸して七時過松山衛戍病院に送られた、同人等は九連城激戦の際陣中に在つたものだけれど非戦闘員なれば俘虜ではない、が本人の

希望により俘虜の医療に来たものだ、画して弘済丸は同六時半宇品に向けて出発したとのこと

大林寺の俘虜 第二病室たる宮古町大林寺には比較的軽傷者を収容して居るので一昨日公会堂から一人の患者が廻されて其収容数は目下の処左の通りである
室別 重傷者 軽傷者 合計

第一病室 二 三三 三五
第二病室 一 三三 三四
第三病室 〇 三四 三四
第四病室 一 五 六

第五病室 〇 一九 一九
第六病室 〇 二一 二一
第七病室 一 二二 二三

合計 五 一六七 一七三

右重傷者五名の内二名丈は最も重傷である、と云つても軽傷者中の重傷で衛戍病院のに比べると遥かに軽傷だとのこと

救護班の多忙 勧善社には前項の如く百七十二名の患者が収容され徳島第の七十六班が一手で引受て居る、元来一救護班では百名の患者を救護するのが普通ださ
うなのに斯く多数の傷者を容れて居るので一日一度の傰帯の巻替だけでも容易でなく殆ど二班を要する患者を一個班で引受て居るのだから非常

の多忙で同救護員は開所以来殆んど飯食ふ暇もない位ださうな、けれども意外に早く事務の整理が着いたらしく見受けられるゝ

日本書を喜ぶ 一昨日の事であつた俘虜委員小笠原大尉は俘虜の無聊を慰めて遣らうと思ひ自家に蔵する岸●●●彩花鳥の図と韓国故大院君筆●に蘭の図と●
●●筆鳳凰堂●●との三軸を公会堂へ持参して同所収容の将校に見せしめた、処が彼等は非常に喜び寄つて集つて是を批評し無常の悦に入つた、
其の内花鳥の軸は孔雀一番に蜜蜂一番と四十雀一番と其他二三の鳥に薔薇や牡丹や何かの花が配合してあるのだが極めて密書で孔雀の体は岸一

流のベタベタとした筆使だが其尾の如きは●巧緻密なもので彼等は何れも驚いて居た、が例の古参のセレツキー海軍中佐は「僕をして批評せしむ
れば此密書なかなか美なれども夫より大院君の蘭の方が遥かに尤物だ此●崖に●●最も多き此蘭が風に●られて下を向いて居るべき葉や花が●
●上に向いて吹きつけられて居る処などは何とも云へぬ旨さで雄健の筆只だ感服の外はない」などゝ云ふて居た、又●●の●●の唐詩を露訳して
互に批評して居たが●●の詩とは其詩●が異なつて居る故か之は余り感心せぬ様であつた

こんなお邪魔は何時
でも

小笠原大尉が右の書軸を擴げた時は恰度セレツキー中佐は午睡を貪つて居た時であつた、で他の将校は之を呼起した処中佐は目をコスリながら起
きて来た処で大尉は「折角の午睡をお邪魔して却つてお気の毒」と挨拶すると「イヤ斯んなお邪魔なら何時でも願ひます」と、先生なかなか愛嬌
を●り居るわい
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祈祷を始む 一昨々日彼等将校より以後毎夜祈祷をしたいチト声高になるから八釜しいかも知れぬが許可して呉れるかとの申出があつた、で委員側では兎も角
も始めて見るがよいと許したら其夜八時頃一将校が号令を下し下士卒一統を率ひて二階の大広間に上る（大広間には東側の中央の柱へハリストス
の像を掲げ其端を草花などで飾り立てゝ居る）初め一統は南向に整列し将校が「左向けー左」と遣ると一斉に彼の聖像に向ひ異口同音賛美歌を誦
し両方の肩や頭や胸の邊を迭み交りに目々苦しい程に手で擦る様なことをする、祈祷中は何れも脱帽起立して居る斯して七分間程で祈祷を終るの

だ、彼等は爾来毎晩此祈祷を行つて居る、彼等の信仰心は実に非常なもので此祈祷を見る時は彼が満韓地方に於て掠奪、強姦を恣にすると云ふ話
は到底信ぜられぬ程である

背の高い一年志願兵 俘虜中で一番背の高い六尺二三寸もあらうと思はるゝのがある、これはゼニア、ドロシプルムと云つて一年志願兵ださうなが随分身分の尊ひ人で

（華族なりとの説は此人を指すのであらう）今年十八歳の若者である、で彼のセレツキー中佐は斯く身分あるドロシブルムが凡庸の兵卒中に交つ
て虱の中に雑魚寝するのを気の毒に思ひ自分が以前に着用して居た新しい白の夏服を与へて着衣を替へさせた、セレツキーも六尺一寸の大兵だけ
れどまだ其服が窮屈な位である

小さかしき曹長 前号に記した見るからに小利巧さうな小男の曹長は名をダブリユーム、ミーシンと云ふので相変らず忠実々々しく立働いて居る、収容所では俘虜

一統に衣服を替えさせやうとして居るが新調せぬと行丈が合はぬのが多い、けれど此曹長は然く小男だけに日本人に着せる服で充分間に合う処か
ら一昨日下士の袖章のある夏服を彼に遣つた、処が先生喜んで今までのホロ汚い小倉服を脱いで是に着替え殊に下士の印の入つた服だから転げぬ
ばかりに大得意大喜悦でこれ見よと云はぬばかりに兵卒等に見せびらかし一層威張り散らして一層忠実に立働いて居る

俘虜でも階級がある 今一つ右の曹長が得意になつた話がある、夫れは今度来た俘虜兵卒中には我々國に居た時は将校、下士、兵卒と夫々階級があつたけれど斯く捕は
れの身分となつては等しく同等の俘虜で将卒の階級は消滅したものだと考へて居たものがあると見え充分に命令を聞かぬものがあるので曹長先
生叱り散すと命令を聞かぬも●●兵卒等は右の見解を持つて居たことが分り決して然うでない如何に俘虜になつても中佐は中佐曹長は曹長夫々

の階級通り軍隊生活と一も変りがない筈だと云つたが兵卒達が首肯せぬので曹長は之を委員に訴へ裁判に請ふた、処が一考もなく曹長の大勝利に
帰したので先生●こう大得意「それ見ろ、俺の云ふことに間違があるかッ、俺の云ふことを聞かないと処分するぞッ」

風呂たきの大失策 前々号に記した如く俘虜兵卒へは到着の翌日入浴さす筈であつたが和風の五右衛門風呂では行かぬので西洋風に擬たのを新調して一昨日これを

焚かせ様として正午から湯わかしを命じた処四時頃にになつて「何しても沸きません湯が漏り出して火が燃えない」と訴へて出たので委員は不審
に思ふて行つて見ると沸かぬも道理、燃えぬも道理石炭を釜の中一ぱいに石垣積んだ様に入れたので煙は煙突の方に通はず前に噴出す其の上水加
減を計らず乃ち釜の●●まで汲込まぬので何時迄経つても沸かぬのみか釜と風呂桶との間に詰めてあつた檜皮が焼切れて其処からドンドン水が
漏り出したのであつた、此体を見た委員は可笑々々くて叱るに叱られなかつたと云ふことだ、こんな仕末で此日も入浴はお廃止になり昨日は大工

を呼んで修繕させたから多分同日午後は入浴したゞらう

M37.05.20 俘虜百余名新来せん 予ても記した通り陸戦に於て獲し露國俘虜は尚ほ其多数が戦地に残しあり彼等も順次当松山へ送致さるゝ筈であつて内百二十一名は愈よ第二回
として送附さるゝことに決定した、素より未だ其日取は判らぬ便船あり次第送るとの打電故近日中には来るだらう、●して其百二十一名中一名は
第二軍の捕拿せしもの●百二十名は第一軍が手に入れしもので第一軍の内百十八名は負傷者二名は健康者だとのこと此健康者は多分安州の役で

獲たものだらう

収容病室新設 俘虜収容所が各所に分離して居るのは不便極まることで取締にも手数を要するから今度一大収容所を新設することに決定した、其●●は城北練兵
場内東北隅千百余坪であつて其●作は鉄砲町田中熊太郎氏が一万一千七百円で受負ひ三十日間に落成の予定で一昨日から工事に着手した、差向き

此処は俘虜病院に使ふて勧善社大林寺等のを一緒に集め健康者は依然公会堂に置くのださうな

勧善社の負傷者 収容所病院第二病室たる勧善社へは最初百名の負傷者を収容したのだが此内手術を要すべきもの十名を十六日に一名を十七日に本院たる衛戍病
院に送り又一名が死んだので目下八十八名残つて居る、其内に一名の重患者がある夫は東部西比利亜狙撃歩兵第十一連隊附の兵卒でアレキセー､

ローシンと云ふ者だが腹部擦過銃創●●部盲管銃創とがあり為に腹膜炎を起して一時●●●●の危篤であつたが看護行届きしため昨日の●では
何うか斯うか助かりさうに思はれた

慰問と寄贈 パミリー嬢は一昨々日公会堂の将校に花卉を贈り昨日は勧善社の負傷者へ西洋覆盆●若干を贈つた、又本派本願寺出張軍隊布教師●●●●は一昨
日勧善社へ赴き親しく慰問して夏橙を一人一個づゝと下士に日本風俗書一枚づゝとを与へ●●●を見せた処大層喜んだと云ふことだ
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便利な長靴 俘虜は将校兵卒を論ぜず皆柔軟な革で製した長靴を穿つて居るが是は防寒用と●用●●に際し泥澤の中を行くからの為である、そして長靴は皆ダ
ブダブに太いから彼等は此長靴をカバンの代用にして居て何やら彼やら押込んで居るが革が軟ので品物の容れてある処だけ高く飛出してチヨツ
トも足に障らぬさうだ

公会堂の健康者 は昨日矢張り彼方にゴロゴロ此方にゴロゴロして虱狩りに熱中して居るのもあれば日本の●将棋に類したものを遣つて居るのもあり、午睡を貪る
ものトランプを遣るもの、種々雑多であるが中には熱心に日本語の研究をしやうと思ひ久保田の出張員や料理人を捉へてまづ員数の数へ方を遣つ
て居る

M37.05.21 ●●●寄附 (省略)

医務室を設く 公会堂の健康者収容所は先にも記した通り、楼上の大広間が下士室、下の一号室が将校室となつて居り大広間は西の二部通りを下士室に東の八部
方を兵卒室に区割し将校室は寝室、●●●に分たれて居る、又便所は在来の便所で将校下士卒とも五茶交ぜであるが玄関の南側に設けある風呂場

は将校と下士卒と別に新設され二号室以下の各室は事務所、従卒詰所等に充用されて居て此度更に玄関を上つた右手へ医務室を新設することゝし
た

将校の種類 同じ将校でも露國には種々の出身があつて西伯利亜将校を養成する士官学校と露國本国の士官を養成するものとすでに学校が二に別れ居る上下

士から上つて将校の列に入るのもある、西伯利亜将校の方は一般平民からの出身者もおるが本国の士官学校の方は概ね貴族や金満家の子弟じやさ
うな、そして今度来て居る俘虜将校の中にも此三種別があるとのこと

コツクの使用 俘虜将校中義勇艦隊乗組の海軍●●三名は陸軍将校到来後も依然爾来の通りコツクを雇ひ自費賄で遣つて居る、コツクは眞木多七を雇ひ月給十五
円ださうなが初めは彼等三名或は●コツクが不正なことでもしはせまいかとの心配から料理中始終其傍に来て監視して居たけれども●頃は心か

ら仝人を信用して此れも其方へ置いて呉れ彼れもお前の方へ始末して呉れと云ふ風になつたげな

彼等の食事 俘虜の食事は漸次には材料をあてがつて勝手に料理さす様にするのださうなが目下は矢張り雇人で遣つて居る、無論洋食であつて其副食物は大概
将校は二皿下士卒は一皿ださうな昨日の昼食●鰯のフライで一皿三尾盛であつた、夫でも彼等が食事の時間を厳粛に守ることは実に感心の限りで

朝食は九時、昼食は正午、夕食は六時にキチンと遣るので一分も間違はさぬと云ふことだ

園内逍遥 彼等は何れも無聊の余りトランプ遊びの他には園内をアチコチ逍遥し堀の牡丹を喜んで●るのはよいが蛙がピヨコピヨコ飛んで出たり蛇がスタ
スタ●いたりするのは大閉口と見える、昨日も例のセレツキ中佐長い奴と出会つて絶体絶命持つて居たステツキで一生懸命殴きかゝりステツキの

先きがサヽラになる程までたゝいてトウトウ退治上げて終うた

M37.05.22 軍医正の勤務 負傷俘虜看護のため本人の希望により日本政府の許可を得て過日来松した露國軍医正以下四名の非戦闘員は松山俘虜収容所及び歩兵第十旅団を
●●の上俘虜患者収容所本院たる松山衛戍病院に勤務することゝなり現に熱心に看護事務に就事して居るとのこと

草履の横覆き 過日陸兵俘虜が高濱着の時或る負傷者の一人は片足に靴を穿き片足に向ふ鼻緒のない草履を穿いて居たがこれは朝鮮草鞋だから斯く向ふ鼻緒が
ないのかと思ふて居たら彼等は向ふ鼻緒のある奴は能う穿かぬ故であつた、年来の習慣は恐ろしいもので彼等は生れ落るとこから靴ばかり穿いて
居るので向ふ鼻緒を挟むべき親指と次の指とに力が入らない、で其収容されて後上草履を穿いて試ようと手で以て足の指と指とを押分けて鼻緒を

挟ませて置くが直きヅポリツと脱ひて終うて如何しても足に喰付いて居ない処から仕様事なしに横穿きに足を突ッ込んで居た、斯んな有様だから
此頃は鼻緒を斜に十文字に付けたのを穿かして見たらコイツは工合が好さうな

急病報知の切符 二十七八年の役、清虜を収容したときは仮令言葉こそ通ぜぬ文字が同じであつたから筆談が出来たけれど今度の露虜は言語文字とも異るので双方

余程不便が多く、一々通訳を介する訳にも行かぬから大抵なことは手真似で話す、糞が放りたければ臀部を押へ尿がしたければ前を指し自分が狙
撃隊なることを語るには両手で鉄砲を撃つに擬し爆裂弾は双手を大きく拡げると云ふ塩梅、だが若し夜間急病でもあつた時には手真似や何やで間
に合はぬと云ふ処から急病発生の時は直ちに衛兵に知す様日本字と露西亜文字と両様に書いた一葉の切符を渡して居る処例の小男ミーシン曹長
は其札を一生懸命肌身離さず持つて居るとのこと

分捕の支那服 俘虜兵卒中には上着もヅボンもなくして直きに外套を着て居るものもある、其支那服は多分敗走の際満洲人民のを分捕つて着たのであらう、之を
見ても敵軍潰走の状が想像されるでないか
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俘虜の日本字 過日一俘虜兵卒が突然直訴的に衛兵の許へ差出した書付を見ると夫は夫は奇妙奇的烈日本字でもなければ露西亜字でもない如何者へても読めぬ
ので之を委員の処へ出した、委員も容易に判らなかつたが能々考へてヤツト日本の片仮名を真似たのではなからうかと本人に就て糺すと全く然う
であつた、夫は何かと云ふに彼等は一人毎に鏡や糸針などが渡してある筈だのに偶々一両人に渡らぬのがあつて夫を呉れよと訴へて出たのであつ
たとサ、彼等のうち心あるものはロシヤ、ジヤパン対照会話と云ふ様な袖珍本に依つて随分丹精を凝らして居る其結果立派に片仮名が書け出した

心持で斯く遣つたのだと見える、●して総ての要求等は彼のミーシン曹長に伝へ曹長から申し出る様にしてあるのにも拘はらず此直訴流であつた
から委員は其旨曹長に云ふと曹長は例の体度で兵卒を叱り付けたと云ふ

露兵の小供好き 露兵は一般に酒が好きトランプが好き午睡が好き女が好きの上にまた小供が大層好きで先日も先着俘虜の海軍中佐ルイバコーフがコツクの多七

の子に一円以上もする羽二重の紋織を●に結んで遣つて其子の笑貌を見て喜んで居たが其他の兵卒でも其他出入の子供等が来ると大変可愛がり
久保田廻漕店の出張所で売つて居る煎餅なんかを買ふて遣るげな

メンゼルの語学 歩兵中尉クラウゼは先号記した通り独乙語でも仏蘭西語でも澳地利語でも英語でも巧みに話せるに拘はらず「僕は通弁でないから」高く止まつて
容易に話さぬ船中の如き極めて口を噤んで居たさうであるがメンゼルと云ふ兵卒は可なり英語が行けるので船中大に此者が盡したと云ふことだ、

若し船中にメンゼルなかりせば通訳のなき古倫母丸は如何に不便を感じたゞらう

将校のトランプ遊び は先にも記した通り随分盛なもので船中でも頻りに金を賭けて●●を争ふて居たが衛兵が八釜しく云ふて金を賭けることを差止たので其の以後
は明地には金を賭けぬけど矢張り手帖へ勝負を記して跡で勘定する様子であつたとさ

M37.05.24 俘虜陸兵第二回送致 我第二軍が最初遼東半島に上陸し逸早く普蘭店を占領し東清鉄道を破壊せし時に獲たる露國鉄道守備隊の兵卒三名は一昨々夕御用船金州丸で密
濱に送られ俘虜委員長粟津中佐之を引取り直ちに伊予鉄道に乗せて古町駅に下車松山萱町公会堂の健康者収容所へ容れられた、で此三名は同夜よ
り前来の九連城敗兵と共に大広間で雑魚寝の仲間入り

俘虜陸兵第三回送致 又既記の如く第一軍が捕獲して野戦病院に収容して居る負傷露兵百余名の内八十九名（内将校一名）と健康兵卒二名計九十一名の俘虜は御用船千
島丸に乗せて去る二十日安東県出発松山へ護送中だから多分明日には当地へ到着するだらう、そして此九十一名中健康者二名は公会堂、負傷将校
は衛戍病院、仝下士卒は大林寺へ収容するさうな

法龍寺収容所の開始 右の如く九十名の負傷俘虜が新来するに付き従来の四収容所の外新に末広町一丁目法龍寺を収容所に充用することゝし茲へは健康下士卒を容れ
る筈で一昨日●●●に着手した、昨日午後には大林寺に収容されて居た内の全治者八十五名（下士九名、兵卒七十六名）を移らした筈である

負傷兵卒又死亡す 勧善社第二病室に収容治療中であつたキーフスユイ県スクウエルツスカテ郡大字ロマンノスコイ、シユイドドーフツイ村の者で東部西比利亜狙撃
歩兵第十二連隊第四中隊兵卒イフレムボドリーブヌイ（二十三年十ヶ月）と云ふ男は九連城で胸部貫通銃創と大腿軟部貫通銃創と●●●●傷とを

受けて居たが近頃腹膜炎に罹り苦んで居た処一昨日急に心臓麻痺を起し本●医員が余程治療に盡したけれども其効なく仝日午後二時頃終に死亡
した、依て其遺骸は病衣を脱がせ以前着て居た軍服を着せ今度大林寺へ設けられた死屍室へ送り昨日午後前例に依て儀杖兵を附け●●に葬儀を営
み陸軍墓地へ埋葬したとのことだ、其死亡兵は先日来危篤にあつたのとは別人だ、●●仝人の為に使用した藁蒲団などは昨日消毒の●●●した

衛戍病院入院者 右上膊軟部貫通銃創及び第四●●皮下貫通銃創を受けて衛戍病院入院中であつた東部西比利亜狙撃歩兵第十一連隊附大尉ニコライ、ラーワーは一
昨日全治退院して公会堂へ収容された、又仝連隊の兵卒で勧善社に在つた一人は創所重く同日●●●が●●して出血甚だしき為め衛戍病院へ送ら
れ手術を受けることゝなつたさうだ

各収容所収容数 右の如く収容に異動があつた為め昨日現在の各収容所収容数は左表の如く変更した、然し是は法龍寺収容所開始前の収容数だから本日は大林寺の
分から八十五名だけ減じる勘定となるのである

将校 下士 兵 卒 計

公会堂健康者収容所 一四 七 一四五 一六六
俘虜収容病室本院 五 六 三一 四二
勧善社第一病室 〇 一〇 七六 八六
大林寺第二病室 〇 一三 一五八 一六九

計 一九 三六 四〇八 四六三
右表中衛戍病院将校の部に衛生部員一、下士の部に仝五、兵卒の部に仝二、計八又兵卒の部に健康者通弁一、従卒三が交つて居る
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ニコライ教司祭者来
らん

東京ニコライ教会の司祭者（日本人）は俘虜将校教誨のため近日来松当分滞在することになつて居るさうな

松本大尉の来松 第十一師団参謀工兵大尉松本喬氏は一昨日来県道後茶●に投宿し昨日は俘虜収容所を訪ふて粟津委員長収容上の事務を打合したが氏は俘虜健康

者負傷者通じて将校へ夏橙八十個、下士卒へ堅パン二千枚を寄贈したとのこと

僧侶の慰問 (省略)
中山軍医正の診察 特に陸軍省より派遣されたる三等軍医正中山森彦氏は一昨々日は勧善社一昨日は衛戍病院、昨日は大林寺へ赴き負傷俘虜救護事務を視察し且つ

一々患者を診察したので彼等は大層喜んで居た

兵卒の所持金 俘虜等は将校こそ沢山の金を持つて居れども下士卒に至つては皆ないので多く勧善社収容の八十六名に就て調べた処では十円金貨を持つて居る
のは只一人のみで悉皆で五十円余りしか持参せぬとのこと

衣服器具の恵与 九連城の役、彼の如き大激戦で彼の如き大敗を招きし露軍、如何に貪欲な彼等とは云へ存外にも被服、靴等が揃ひ皆が皆彼のブリキ釣瓶の出来損
ひの如き陣鍋を所持して居るのは妙だと思ひ聞いて見ると彼等は散々に打なされ命辛々逃げたのだから素より外套を無くしたものや陣鍋を失ふ
たものや種々雑多であつたのだが是等に対しては我軍の寛大なる一々戦利品より選り出して皆へ遣つたのだろうな

M37.05.25 将校入院 松山公会堂収容所に居た狙撃歩兵第十一連隊附少尉ミハイル、ジダノーフ（廿六）は疥癬の様な腫物が出来たので之が治療のため昨日従卒アンド

レチユクを伴れて衛戍病院へ入院した

露國衛生隊員 去る十五日は俘虜将卒と共に古倫母丸で来たのは陸軍一等看護長ミハイルマツウエエンコ、同アンドレイポノマレンコ、同看護長マツトフエイツ
ツエンコフ（左胸部盲管銃創）、同イワンエルチユーク（左肩胛上部砲弾擦過傷）の四名で十七日に弘済丸で来たのは陸軍二等軍医正ケーサリシ

ユウーツオフ、同看護長ペートルフロー●ツ、同看護卒アレキセイポプコフ、同レーブレーウイチの四名であるが前者の内二名は負傷して居るけ
れども追々全快の方で昨今はキヤアキヤア云つて遊んで居る

非戦員は宿泊なり 右の八名は何れも衛戍病院に居るのだが何れも非戦闘員だから一般の俘虜とは少し趣が違ふ、だから是等八名は我国が収容して居ると云ふ訳では

なく便宜上同病院の一部に宿泊せしめて居るのである

露國軍医正等救護せ
ず

前項の露國軍医正等は●●に於て自国の俘虜を看護治療したいと我軍に●●ふ（日外の東電に俘虜中に軍医があつたから●●事務に服せしめて居
るとあつたは此事で全く向ふから頼んで来たのじやさうな）少しく着手して見たけれど何分患者は自国人でも他の者は皆日本人だから言葉が通じ
ぬので当分之を見合せたが今回俘虜が松山へ送られたので同人●●を追ふて来たものゝ矢張り言葉が通ぜぬか●●て自分等がマゴマゴするのは

日本の医員の●●になる、夫に日本は大に医術が開けて居て自●●自国若くは戦地で想像したよりもはるか優つて居るのに安心し徹頭徹尾救護す
る意志はなく●●●●の●●に立つてるまでゝある、こんな訳である彼等は毎日患者の傍で談話やカルタや筆●●する外は歌●のものを唸つて居
ると云ふ

非戦闘員の帰国 右の様な次第だから此等非戦闘員は平和克復に至らずとも早晩帰国さすのぢや●●、と云つても差詰め彼等には旅費がなく又●●戦闘員でなくて
も我国に渡り日本軍の戦闘●●見た以上は是等の点を自国に告げられては●●から或る程度の誓約をなさしめた後でなくては自由にはさゝれぬ、
其上で我が政府から旅費の工面もして遣つて仏国の手を経て帰国さすのぢやさうな、で目下陸軍大臣に指図を願つて居るとのこと

衣服新調と温泉入浴 俘虜患者は皆衣服を着替させて清潔になつて居るけれど軍医正一行は皆垢つきもぶれの不潔な服だから新に服を作つて与へる筈で不日出来上り
次第道後温泉あたりへは随意に入浴さすことにするさうな

衛生部員の待遇 所謂衛戍病院内宿泊中の露國衛生部員に対する我の待遇は軍医正へは一室を充てがい其の他は数名を一室に容れて居る、食物は下士と雖も悉皆将
校同様のものを与へて居る、其の他何不自由なく待遇上至れり尽せりだ、彼等は帰国の後果して如何なる復命を露國政府に致すであらう

慰問と寄贈 (省略)
M37.05.27 第三回送致の俘虜陸

兵

第三回目に送らるべき露國陸軍俘虜九十一名は遅くも昨日は来松の筈てあつたが同日中に来らざりし故本日は多分来着するだらう、而して其揚陸

は高濱港に於てし大概負傷者なので悉皆汽車便に依つて古町駅に下車するとのこと

軍医部長の来松 筑摩第十一師団軍医部長は昨日来松し俘虜病舎本院たる衛戍病院に就て俘虜に関する取調をなし且つ万般の視察をした

衛生部員の更衣 既記の如く衛戍病院にある露國軍医正以下衛生部員は夫々戦衣を脱して夏服に着替えるべく洋服屋に誂へたがすでに看護卒等は昨日から衣替へ

た、大概霜降のセル擬ひの様な地合で各自費で拵へたのぢやさうな
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患者入退 勧善社病室に居た軍曹ワシリー、トーカチエフ、兵卒アレクセー、ルムイチ、仝イワン、ワシリーエの三名は傷部手術を要するに付き一昨日衛戍
病院に入院し以前入院した三名は昨日退院元の勧善社へ帰つた

蚊に負ける 何処とも寺院は一体蚊が多いもので又公会堂も普通人家以上に蚊が出て来て昨今は殆ど蚊帳なしでは寝られぬ位だけれど各収容所ともまだ蚊帳

を釣る運に至らぬので是まで余り蚊責に逢ふたことのない露兵共はブンブン押寄せられるのに閉口して居る、殊に彼等は極めて蚊に負け易い性質
で蚊の口はホロセの様に腫れ上り大に弱つて居ると云ふ、日本兵の三面挟撃に投降した彼等は更に蚊軍の総攻撃に逢ひ如何に白旗を挙ぐるも敵が
許して呉れぬので殆んど泣かんばかりだとは気の毒千万

M37.05.28 俘虜到着景況 本紙が屡ば報道したる如く第三回目送致の露國陸軍俘虜は愈よ昨日松山へ到着した、今見聞の儘其景況を記さんに収容送致船は初め御用船千島丸

の筈であつたが急に変更して金澤丸に搭載し去る二十日正午を以て鴨緑江畔安東県を出発したのだ、処が海上波荒く翌々二十二日は梨花浦を距る
約二百哩の●●●に碇泊し二十四日の夜●州厳原に入つて翌朝出帆したが又海上が大荒れのため引返して厳原に泊り一昨日二十六日夕刻門司へ
着き一時間ばかり碇泊の後昨朝六時前高濱に着いたのだ▲松山の俘虜収容所では一昨夜門司より電報が入るや早速関係の方面へ報知し来松中の
筑摩第十一師団経理部長、馬島松山衛戍病院長、伊藤一等軍医、粟津俘虜委員長、川島二十二連隊副官等午前六時発の伊予鉄道汽車にて高濱へ赴

きすべて第一回到着の時の如く引渡しの手続を終へて上陸し重傷者は直に汽車に積み軽傷者等は一応五十二銀行倶楽部へ休憩させて●高濱発車
古町駅に着したのは午前十時の頃であつた▲今回来着の俘虜は将校一名、下士卒九十一名（内健康者三名）であるが将校には特に一等客車一室を
充てがい重傷者はトロツコに屋根を張つたもの五台に分厚く藁を敷き其上に毛布を敷いた上へ寝かせ比較的軽傷者及び健康者は三等客車四台に
容れて輸送した、で古町駅に着すると矢張り高濱に於けると同様健康者及び負傷者中歩行に堪えるもの十名程は徒歩せしめ其他は其他は腕車にて

最重傷者二十余名は露兵中の健康者及び雇人夫等に担がしの担架にて収容所へ送つた▲夫から収容所は将校は衛戍病院、健康者は公会堂、下士卒
の負傷者は大林寺で大林寺では着するや否や帳簿と引合せの上重傷者を先に軽傷者を後に軍服を脱がせて例の赤十字の印の入つた日本服の病衣
に着替へさせ順次病室に入れたが収容を全く終つたのは正午頃であつた▲今回は沿道の見物も少く又引渡し手続き、揚陸、輸送、収容の方法等手
狃れたから最初の時に比しては混雑もせず余程手早く捗取つて●●であつた又二十二連隊よりは衛兵として高濱、古町両所へ特務曹長一名、下士

二名、卒十五名を派遣した

救護班と護送兵 (省略)
新来の将校 はチヽンスキー、コサック第二連隊の中尉でウイルヘルム、フオンワールと云ふ人だが是は露國陸軍大臣の子で華族（日本で云へば男爵よりも一

階級下の華族）に列して居るのださうなが軽傷ながら左の脇腹に一弾を受けて居る（胸部周●盲管銃創）のだとのこと、身分が身分だけに一見に
貴公子の風が現はれ例の鼠色がゝつた外套を着けて居るが却々立派なものである、同人は雪裡站で生捕られたものださうだが生捕後何を問ふても

空●き不得要領な返答のみをして居るそうな

通訳なしで来る 今回も亦た船中通訳官なしで来たのだが右の中尉は独、仏、墺、伊等五ヶ国の語が出来護送者側では丸山医学博士が外国語に通じて居るので共に
独乙語で会話したとのこと、又兵卒中に二三名独乙語の出来るものがある中にも東部シベリヤ第十一狙撃連隊の兵卒イツラユー、ブラン子ールと
云ふ男は極めて外国語が旨く至つて●法であつたと云ふ

二日間で日本片仮名
を覚える

右のブラン子ールと云ふ兵卒は右膝関節貫通銃創を受けて居るが却々の利巧者で安東県出発後二日間熱心に勉強した処早くもアイウエオ五十音
をウロ覚えながら呑込んで仕舞ひ単純な日本語は話せる様に成た

服装と顔色 下士卒の服装は前回と同様トルコ形の毛のあるのや独乙形の帽を被り例の袖の長い外套を着たものあり中にはすでに日本服の病衣に着替へて居
たのもあつた、負傷の模様は無論一定ならぬけど概して色蒼ざめて両眼に傰帯をして居るのもありさも痛さうに顔を顰めて居たのもあつた

船中の困難 大陸に育つた者だから露兵中には未だ汽船に乗つたことのないものが多く甚しきは船及び海なるものを見たことのないものさへあり船狃れぬ上
に今度の航海は風強く波荒くして船の動揺甚だしく彼等は殆んど悉く船暈を催ふし彼処でも此処でも嘔吐を催すものばかりで同乗者は其介抱手

当等に非常の労苦をして徹夜したことも往々あつたと云ふ、シカシ船中一人の死亡者なかりしは僥々とすべく又到着が遅延したのも全く風波の為
めなる由

露兵の腐り根性 彼等は然く船中苦悶を感じ各々八百屋の開店をしながら飯時になつて日本米の握り飯（一回に大なるものを二個）を分配する時には争ふて手をつ

き出し口からゾロゾロ吐きながらも尚ほ且つ握り飯にかぢり付くと云ふ実況であつたげな、或は彼等は嘔吐の原因を感じなかつたのかも知れぬ
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尚ほ三十余の俘虜兵 今回の俘虜は全部第一軍で獲たものだが尚ほ戦地定立病院には九連城附近で獲た俘虜中の最重傷者が三十名余り残してあるとのこと、これも航海
に堪える程度に治療したら矢張り当地に輸送するのださうな

米國新聞記者の撮影 (省略)
新来俘虜の種別 昨日到着の俘虜九十二名を色別にして見ると中尉一、曹長一、下士九、兵卒八十一で兵卒の内には上等兵、喇叭兵一、騎砲兵二、新兵一、其他七

十六である又曹長は名はウイリトル、イリコークヱツと云ひ東部シベリヤ第二十三狙撃隊附で下士九名も皆狙撃兵だが兵卒中にはマルシアスキー
歩兵連隊の者（健康者）が二名、工兵第二十二大隊の者が一名、第二砲兵大隊の者が一名、第三砲兵大隊の者が二名居る

マコレー婦人来松せ
ん

英国皇后陛下の御名代として来●中のマコレー嬢は松山収容中の露國俘虜兵慰問のため来月中旬来松あるべしと云ふ

高知救護班員の来松 日本赤十字社高知支部救護班員は俘虜救護のため本日来松する筈なり

M37.05.29
(第 7995号附
録)

露國兵卒又々死亡す 最初は松山西堀端町勧善社に収容しありたる狙撃歩兵第十二連隊の卒サーワ、ナリーコフは左の足に重傷を負ふて創口が腐る様であつたから去る
十六日衛戍病院へ送り其後切開手術を行ふたが心臓麻痺を起して一昨日午前四時十分死亡した、で例の通り衣服を着替えさせて大林寺境内二の門
の左側にある死屍室に容て日本風の坐棺に始末し昨日午前九時出棺公会堂より将校一名、下士以下廿一名が会葬して是まで同様温泉郡御幸村大字
山越なる陸軍新墓地に埋葬した

健康将校負傷俘虜を
見舞ふ

公会堂に居る健康将校四名は昨日粟津委員長に導かれ各腕車に乗つて衛戍病院を始め勧善社、大林寺の味方の傷者を見舞ふた

健康俘虜の食物 俘虜の賄は従来病傷者は用達組、健康者は三津の久保田で受負ふて居たのだが来月一日より最初の思惑通り彼等の希望を容れて健康者に限り其材
料を与へて自炊さすことにした、そこで彼等が平素何んなものを喰ふて居るだらうかと思ふ人の為に一昨日より本月末までの献立を茲に記して見
よう、先づ将校は毎日朝がバタ付のパンと牛乳、砂糖付の紅茶とで昼と夕とに此以外に左の御馳走が出るのである
二十七日 昼 タンシチウ（芋、人参、赤茄子、ソース）、ビーフカツレツ（肉汁、キヤベツ）、▲夕 野菜スープ（玉葱、芋）ロールキヤベツ

二十八日 昼 スープ（玉子）、ライスカレー（米飯、カレー汁）▲夕 野菜スープ、タンカツレツ
二十九日 昼 ビーフシチウ（芋、人参、トコト、ソース）、魚フライ▲夕 米入スープ（漉飯、牛肉）、ビーフコロツケ
三十日 昼 鳥シチウ、パテントタンカツレツ▲夕 スープ、ビーフオムレツ
三十一日 昼 豚シチウ（芋、人参、香料）、フイワシフレニチフライ▲夕 オーワスープ（洋麥、肉汁）、ビーフステーキ（芋、玉葱）

夫から下士卒になるとズツと品物が落ちて朝はパンと砂糖付の紅茶とで、昼、夕は矢張りこの上に左の副食物がある
二十七日 昼 シチウ（ジヤガ芋、人参）▲夕 パン、カツレツ（ロシヤメール、スシ子ポテト）
二十八日 昼 鰯フライ（人参、カブ）▲夕 マツシ（サイゴン米、大根）
二十九日 昼 ビーフステーキ（ジヤガ芋、キヤベツ）▲夕 シチウ（芋、玉葱）

三十日 昼 スープ（蕪、人参芋）▲夕 豚シチウ（玉葱、芋）
三十一日 昼 米入シチウ（キヤベツ、ビーフ）▲夕 オーツマシ（日本葱、漉大根）
曹長二人には特に副食物一皿づゝを余計に遣ることゝなつたさうな

事務所移転 俘虜収容所事務所は是迄公会堂内に設けてあつたが又逆戻り旅団内へ置くことゝして近々移転するさうな

松居大佐と筑摩軍医
部長

第十旅団長松居大佐は衛戍司令官として一昨日公会堂俘虜を視察し又筑摩第十一師団軍医部長も同日同上衛生上の視察をした

法龍寺の露兵 末広町法龍寺には過日大林寺から廻した全治者下士九名、兵卒七十五名と一昨々日公会堂から入つて来た兵卒一名の上へ一昨日来松の三名の卒
（前号に公会堂収容とせしは誤聞）が加はつて都合八十八名が収容されて居る、此八十八名を八班に分ち曹長アントン、ベガンが総班長を勤め他
の軍曹伍長が各班長となつて卒を指揮して行く仕組になつて居るが此所の露兵は総じて柔順しく能く命令を聞くさうな

戦況を語る 前項三名の新来俘虜が一昨日法龍寺内へ収容さるゝや古参の俘虜共はグルリ八方から立て廻してヤアお前も来たのか何処で捕へられたのだ戦争

は今何の様になつて居るのかなど口々に尋ねると新来三名は亦此方へ来て是迄の待遇向はどうだとか船がなんだとか彼んだとか互に応答してペ
チヤクチヤ話して居た、聞けば此三名は何れも鳳凰城で捕獲されたものぢやげな
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大林寺の露兵 一昨日大林寺へ収容された八十八名は何れも外傷者のみであるが中には●分の重傷者があつて是等は物言ひ●でないけれど少し快いのは矢張り
法龍寺に●●●●●●●●相語り相話し戦地で●●知り合ふて居る者等は久闊を●●て奇遇を●つたものもあつた、而し、彼等は何れもムサ苦し
い戦衣を脱して垢のない病衣に着替えた時は等しく心地よげに喜んで居た

恩賜の小遣銭 今度来着の俘虜●亦た安東県定立病院出立の際将校には五十円、准士官には二十円、其他へは十円づゝ我政府より小遣銭として恵与にあづかつた
のだと云ふ

俘虜無一文となる 将校は兎も角下士卒どもは概ね恩賜の十円もすでに使ひ果したのが多く法龍寺にある八十八名中新米は別として古参中に就て取調べたる処では
日本の一円貨幣を一枚持つて居るのが只つた一人、露貨一円を持つて居るのも只つた一人、其他は文なし先生ばかりだとは彼等の境遇また哀れむ

べしではないか

臆病なる哥薩克騎兵 世界に驍名を轟かしたる哥薩克騎兵も夫の定州に於ける騎兵の戦以来数次の会戦に我勇猛果敢なる騎兵の為に其名誉を蹂躙せられてあはれ世界
一の弱武者とはなり果てにける左に其真価値を暴露して読者の一祭に供せん（以下鳳凰城在陣騎兵の通信に拠る）

コサツク騎兵の服装 は我國砲兵のものと大差なく其騎兵刀は我に比し稍長く副に於て又広く黄銅の護剣は木造黒塗りの刀鞘にして腋下に掛け騎銃も亦我に比して稍
長し

コサツクの乗馬 コサツクの乗馬は重に満洲産のものにして葦毛のもの多く体格小にして持続力あるも馳走する事我に及ばず粗造の軍鞍は軽便にして馬体の小な

ると一致し峻坂を上下することは我に比して自由なるも馬衛に於ては多く優れたる所を発見せず斯の如く彼等は形の上に於ても尚ほ且つ我騎兵
に勝るものあるを見ず而して●●に於て士気の我に劣るを見る現に定州の戦の如き彼我をして若し地を換へしらば●●して敵を全滅せしむべく
彼等の地形に拠らば●●歩兵の二ヶ中隊は一歩も近接し得べきに非ず加ふるに歩騎兵を合して我は猶彼の優勝なるに及ばざるに歩兵の到着せざ
るに先ち彼は退却せり

徒歩戦は彼の長所 と聞けり而かも此戦闘に於て各己射撃をなす能はずして一斉射撃によりしより見るも其無能不整確なる推して知るべく地と勢を以て我を斃す事
多からざりしも如何に射撃の劣等なるかを知るに足らん馬上射撃も彼等の特技と聞きしが余等の之に遭遇せし一再ならずして而も之に負傷せし
ものなし、彼等は又駆足中に於ても之をなせども元来其照準の不確なる為め単に敵を威嚇するに止まり数回の後にありては全く恐るゝに足らざる

を信ぜしむ

襲撃格闘は彼等の短
所

なり五月三日湯山城に於て我小隊長由上中尉以下十一騎はコサック騎兵十三騎に逢ふ敵は急に退却を始めしを我斥候其退路を断ち襲撃す敵の狼
狽甚だしく●声を挙げ得るものなく馬上刀を横に回して只管退却せんとせり最後にありし者の如きは泣声をあげしに見るも彼等の元気を知るべ

く且つ刀を揮ふに一の気合なく剣法なく名手に非ざる余等の気合にも振り被りし刀を下すこと能はざりき鳳凰城に於て我騎兵小隊を以て敵の中
隊を襲撃せしも殆ど是と同様の結果を見たり斯の如くなるを以て彼等は接戦を厭ひ火器に依る事甚しく如何に遠距離に於ても如何に小数の敵と
雖も直に射撃するを常とす彼等は進めば退き退けば追へども窮追すること能はず五月十日余等小隊長以下七名を………

M37.05.31 新来の華族将校 彼の後貝加爾チヽンスキー哥薩克第三連隊第二中隊騎兵中尉ウ井ルヘルム、フオンワールはバルチック海の附近のビーガと云ふ処に生れたのだが

幼少より独乙に赴き仝国に在つて鳶人たるもので其姉は疾くより日本東京に来り某貴族の妻君になつ居るさうである、中尉は前にも云ふた通り一
見貴族の風采を具へなかなかの美男子で学力もあり金力もあり頗る交際上手の方で世間話などするときは明快な句調で以て最も旨く応答するが
若し戦話に入つて露國の軍事でも聞かうものなら一切口を噤んで一語も発せぬ、創は追々軽快な方である、中尉は今千円内外を持参して居るさう
な

諸の虫が大嫌ひ 日本人だとて蛇や蟇などを好きはせぬが就中是等の虫が大嫌ひだと見えて目下公会堂に収容中の露兵は其将校たる兵卒たるとを論ぜず追々暑さ
に向いて来て各種の虫類が出て来るのを大層忌嫌ひ彼等が庭園等を散歩して居る時に若しノタノタとする長いのでも目つかつたら最後寄つて集
つて一生懸命死力を尽して怖ぢ怖ぢ棒を使ひながら叩き殺し又た時候柄青蛙や蚯蚓や蜥蜴などがヒヨコヒヨコチヨロチヨロとするのを見ると一

刻も猶予せず奇妙奇的烈な顔をして指でつまんで塀外へ投るか或は殺すか通常では済まさぬ

船暈に泣く 彼等が声を立てゝ泣くのは珍しくも何もないことだが今度金澤丸で来る時も既記の如く海上荒れて船の動揺甚だしかつたため皆が皆船暈を催し
八百屋開店の競争で中にはオンオンオンオン声張り上げて泣き立てたのには護送の近衛兵等も手のつけ様がなかつたそうである



14

裸体で大掃除 公会堂収容所では俘虜共が無聊に苦しんで居る処から一昨々日兵卒数名に申付て庭園の掃除をさした処彼等は妙な手つきをして竹箒やスクズ掻
を以て蜘の囲を除ける落葉を掃く、果ては真裸になつて堀へ飛込み●が上に繁茂した藻を掻上げ掬ひ除けすスツカリ綺麗に出来上つた而して彼等
は随分之を熱心に誠実に遣つて居た、処で此有様を見た俘虜中の某将校は彼等の勤労を多として五十銭銀貨一枚を投つて遣つたら此掃除に与つた
兵卒共は喜んで直に巻煙草を買求めニコニコもので分配した

彼等の祈祷 法龍寺収容中の健康露兵は公会堂に於けるが如く毎夕祈祷をしたいと申出たが何分皆が一緒に賛美歌を唸り立てると八釜しくてならぬ処から賛
美歌は一人に限ることゝした、処が矢張り普通写真大の油絵聖像を正面にかけ総班長ベガー曹長が総代として前に立ち例の賛美歌を唱へつゝ額と
両方の肩の処とをチヨイチヨイ擦りながら祈祷し其●他の八十余名の下士卒は後方に整列して瞑目祈りを奉つて居ると云ふ、因に此ベガー曹長は

非常の信心家寧ろ非常の迷信家だとのこと

本国への音信 俘虜将卒は当地へ来着するや何れも其本国へ向け音信状を発したが中にはすでに二回目三回目のを書たものもある、素より其手紙は一々通訳官が
和訳するのであるが流石に将校のは文章も旨く字も立派で或は九連城の役我は何々隊長に隨ひ何の方面に如何なる戦闘をして如何なる行動を採
つた軍団長は如何にして傷いた師団長は如何にして戦死したなど各戦況を詳にして居るが兵卒のと来たら殆んど千篇一律たゞ自分は彼の戦役に

捕はれて目下日本松山と云ふ処で歓待されて居るから安心して呉れと云ふ意味なれど然も夫が妙な熟語や方言などを用ひて居るので皆目訳さう
にも訳せぬのがあつて通訳官は非常に手数を要するさうだ、又此等不得要領の手紙でさへも能う書かぬものが多くて仲間に代筆して貰ふのが沢山
あるげな

英国軍医の来松 英国陸軍二等軍医メックフェルソン氏は露國俘虜負傷兵慰問のため一昨日来松し各収容所に就て順次慰問し又救護所の露兵をも見舞ふたさうな、
処が我が赤十字救護事務の設備取扱ひ等の周到なのを見て一言間然する処がないと大に賞揚したる由

M37.06.01 将校入院 砲兵中尉コンスタンチン、プラゾフスキーと云ふは右の腕に貫通銃創を受けたが安東県定立病院に在る頃すでに殆んど治癒した故松山へ来てから

後も公会堂に居たのであるが創部に骨片が喰入つて居るのださうで近頃又容体が悪くなり去る二十八日診断の結果手術を受けることゝなつて翌
二十九日衛戍病院へ入院した

収容所の名称 既記の如く松山俘虜収容所事務所は一昨日より旅団司令部内に移転し以後収容所の名称は公会堂収容所、法龍寺収容所と呼ぶことゝした

収容所の役員 松山俘虜収容所はいよいよ事務の解帆を告げた、その役員は粟津委員長の外に杉山、●澤、中村三少尉が庶務を掌り金●、糧食、●●等は池田中
尉と●司計手で負担し公会堂と法龍寺との監督は池田中尉と得居特務曹長とが其任に当つて居る、何れも各若干の助手があることは●●だ

面会の日時 夫から俘虜を慰問しやうと思ふものは旅団司令部内収容所事務所に就て許可を受けなくちやならず、月金両曜日の午前九時より正午迄の間に面会

を許されるのであるが毎々云ふ如く見物的慰問は彼等は勿論監督官等の厭う処で面会者は必ず精神的に慰問して握手の一つもすれば相●●の●
●もするがよい、俘虜将校等は絶対慰問●●ふげな

●れども 彼将校等は身分あるものゝ慰問には●●喜悦するらしく一昨々日小澤男爵一行が慰問した時や一昨日菅井知事、柿木原典獄、峰●学官、●●●等
が慰問した時などは心から喜んで応対したさうな、因に男爵は巻煙草と葡萄酒、知事の一行は夏橙一人二個づゝを彼等に寄贈した、将校●●●●

は好かぬが物を貰ふのは非常に嬉しい風が見える、茲等は何処までもロスキー根性か

将校の見舞 公会堂の俘虜将校は又々昨日午后池田委員に連れられて衛戍病院其他にある自国将校の負傷者を慰問した筈だ

煙草を渇望す 屡次記すが如く彼等俘虜兵が煙草を嗜好することは非常なもので記者等が訪問した時に彼等は宛がら燕の子が親燕に食物の分配と●●る如く五
人も六人も寄つて来て口を尖らし妙な手真似で煙草をねだる、ソコデ持合せの四五本でも与へると我も我もと直きに十四五人、病気で寝て居るも
のまでが起きて来て手をつき出すと云ふ始末、それも金があれば各自に買ふであらうけれど前号に書いた通り無一文になつて居るのが多いので昨
今は何れも之を渇望して居る、誰しも人が喫むのを見ると一層喫みたがるものだから収容所の吏員等も彼等の側では成るべく喫まぬことにして居

る、先日も或る負傷者がオンオン泣いてダヽをこねるので小供をお菓子で釣る様に巻煙草を遣るからと云ふたら早速泣止めたと云ふことだ、斯ん
なに煙草を好くのだから大方の仁人義士は宜しく一包の巻煙草など恵んで遣つたな如何に喜ぶだか分らぬ

彼等の入浴 は以後毎週一回土曜日の午後に定めたさうな
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夏服新調 傷病者は赤十字の病衣を着て居るから夫で能いが健康者は未だに汚くるしい戦衣を着て居るので愈よ将校以下一同へ新調の夏服を着さすことゝ
なつた、将校の上衣が白のリン子ルで下衣が黒セル、帽子も与へる筈である、又下士卒のは鼠色の厚織木綿であつて一人二着づゝ与へるが将校は
大抵自服を一着は持つて居るからまづ一着づゝを充てがふさうな、而して其仕立方は何れも露國の制服に倣ふ由又裁縫は俘虜中の縫工に命ずるの
で本日より着手すると云ふ、で縫工が何人居るかと云ふと公会堂に八人法龍寺にも八人居るが其内に裁方も出来る完全なものは三人ぎりだとさ

靴の修繕 又彼等の穿いて着た靴も大分損んで居るから其修繕をも今日以後材料を与へて彼等仲間にさすことになつた、漸々には新調もさすさうな、靴工は
九人居るとのこと、そして縫工靴工の監督は例の愛嬌曹長ミシンである

麥飯を喰はす 既記の通り健康俘虜兵は本日より自炊さすことゝしたが昼飯に限り日本兵士と同分量同種類の麥飯を喰はすさうな

金州戦報を聞かす 此十日程前のことであつた委員の或る一人が俘虜将校に向ひ戯れに金州が陥落したと話したら「夫は本眞ですか、ではアノ側に厳重な防備のして
あつた南山は何うなりました」と聞いたのでそりや共に遣つたのてあらうと云ふたが一向信ぜなかつた、処が今度いよいよ以前の串戯が事実に顕
はれたから一昨日斯々斯様で何処其処までも占領したと委しく戦報を云ふて聞かしたら今度は心から之を信じ且つ其陥落には何日かゝつたかと

聞くからナニ只半日の間に落したと云たら之を聞てモー駄目だと云はぬばかりに妙な顔して皆んな沈黙して終つた、其体為何だか哀れに見られた
とさ

従卒将校を慰む 海兵と云はず陸兵と云はず彼等俘虜中の従卒等が各主人たる将校を慰めるのは実に熱心なもの如何かして少しなりとも彼等の意を安め目を楽し

ましめやうと心掛けるのは感心の外なく彼等従卒は造次にも顚沛にも此心掛が離れぬと見える、昨日も昨日とて彼の最古参のステレグシチーの海
兵共はブリキのと木造のと●●に無細工ながら少さき船を造つてそれを庭前の堀に浮かしセレツキー海軍中佐を始め其他の将校等に見さして無
聊を慰めて居た

M37.06.02 撮影と温泉入浴 公会堂及び法龍寺収容所の露國将卒は松山へ来て以来話しに聞いて道後温泉に入浴したいしたいと云ふて居つたが愈よ入浴を許すことゝなつて

霊之湯を借切りにして入らす見込じやさうな、が奴さん等はなかなか見栄を張る方だから新調の衣服や帽が出来上つた後打揃ふて出掛けるげな、
又彼等は中川写真師に依頼し己一行と収容所内外の景とを紀念のため撮影するさうだが是もおヤツシが出来た後のこと

診断は隔日 健康者の診断は是迄公会堂内医務室で行つて居たが昨日より以後隔日に病者だけ連れて衛戍病院へ行き診察を受けさすことゝなつた、昨日の処普

通病者は十二名あるが多くは風邪位のことだと云ふ

只管帰国を望む 多数の俘虜だから無論皆が皆然うではない、其希望は千差万別ではあるものゝ是等の多くは一日も早く本国へ帰りたいと願つて居る、で近い内に
は如何して帰らして貰へるものと思つて居つて過日も或る委員が「君等も今は斯る身分であれど何日か平和克復して別れの握手をする時には」

云々と云つたから彼等は妙な顔をして「ヱッ平和克復にならねば我々は帰ることは出来ないのですか、どうか平和にならぬ内に帰国することは叶
はないのですか」という失望の体があつたとさ

篤志看護婦の俘虜看
護

予て記載した通り日本赤十字社篤志看護婦人愛媛支会員三十名程は負傷俘虜兵の看護したき由申出て居つたが昨日許可になると同時に志願者は
松山衛戍病院へ出頭し馬島軍医正より訓示があつた、本日より勧善社と大林寺との二ヶ所に別れて救護事務を執るさうな、山●旅団長菅井知事の

夫人は之れが監督である

無学者の揃ひ 俘虜兵兵卒に学問のないことは屡次云ふ通りであつて彼等仲間には自国の文字で便所だとか風呂場だとか単純な語が書いてある夫さへ●読まぬ
のが多いげな、目下法龍寺収容所にある八十八名中最も学力のあるはアレキサンドル、エルシヨフと云ふ軍曹でこれは五ヶ年程の小学を終へた後

工業学校へ入つて鍛冶や錠前の製造を覚えたのだ、是が最上だと云ふから彼等の教育程度も大概察せらるゝではないか

百二十五円の自転車 小男のミシン曹長はダルニーの者で女房は本国へ送つたけれど尚ほ同地に家具等が置いてあるそうだ、処が前号記載の如く金州陥落の報を自国将
校から又聞きするや「エヽ忌ま忌ましい、夫ではダルニーも無茶苦茶になつて居るだらう、ダルニーには百二十五円で買立ての自転車が置いてあ

つたのだが嘸今頃は日本人が分捕つてアノ上物をエラさうに乗廻して居るだらう、アヽ焼だ焼だ」と愛嬌的憤慨の語を漏して居たさうだ
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俘虜収容数 昨日現在のもの左の如し
将校 下士 兵 卒 計

公会堂 一二 七 一四五 一六四
衛戍病院 七 二 三一 四〇

勧善社 〇 九 七五 八〇
大林寺 〇 一四 一五八 一七二
法龍寺 〇 九 七九 八八
計 一九 四一 四八八 五四八

他に衛生部員将校二名、下士以下六名だ

M37.06.03 米國婦人の看護希望 松山在住宣教師米國人ブライアン氏の夫人及びパミリー嬢は篤志を以て俘虜傷病者の看護をしたい希望があつて今度其筋へ願ひ出た、許可になる
かならぬかは未定である

ボンヤリ曹長 法龍寺収容所に八十七名の仲間を●べて居るのは行燈ベカコー……オット違ふたアントン、ベガーと云ふ男で高級の曹長だけれども前号に書いた
軍曹のエルシヨフよりも学力がない、夫が体格は立派で鬚髯も美麗なのを蓄へて居て見かけは将校を凌ぐやうだ、けれども先生迷信の外には何物
もなく、「大男総身に智恵が廻りかね」で●凡々な男である、夫に引替へ公会堂のダブリユーム、ミシンは体は小さくて日本人程もなく又鬚もな
い故風采は揚らぬけれど中々怜悧な性質で萬●万端切廻しが旨く其上愛嬌があつて骨を惜まず委員等の褒められ者である、これを見てもドン抦●

大きい露兵が●々に打なされ小兵な日本兵がイ●●勝利を得る筈ではないか

ソンナラ来るのぢや
なかッたに

落胆々々、眼パーチパーチと云ふ話は彼等仲間には日本に降を乞はさへすれば伊予松山と云ッて夫は夫は花の様に綺麗な公園の様な土地へ送られ
午睡はし次第、トランプもし次第、女も勝手、煙草も喫み次第、酒も飲み放題で養ふて呉れるものだと思ふて居た男もあるさうで安東県で貰ふた

恩賜の十円（兵卒で）は大方●や船中で残り少く使ひ此頃は皆無一文になつた、然るに当地へ来て見ると成程食ふ物や着るものは不自由なく呉れ
るけれども煙草や堅パンを買ふ小遣銭は前の十円がなくなつて終うた今日●以上一文も貰へぬので是では戦地で考へたのとは少々思惑が違ふて
失望した、ソンナラ我から進んで俘虜になるのではなかつたに仕舞つたこと●●コボして居るのもあるさうな、さりとては虫の好い奴さん共では
ある

●●に就かしめん 多くの俘虜中には縫工もあれば靴工もあり床屋も居れば大工も居る或は又た●●●の職人があることだから是等手職のある●●者は特に或る制
限を附して外出を許し地方の●●●に雇はれさすことにする、而して其賃銭は●●は三十銭位とし恰ど保護場に於ける被監視人の●●の様な扱に
するさうな、と云ふた処でまだ今●●●●にはならぬ何れ追ての話であつて目下其考●中を云ふまでだ

M37.06.04 タイムス通信者来ら
ん

英京倫敦タイムス通信者休戦陸軍少将は俘虜慰問のため不日来松する筈で陸軍大臣の許可を得た、因に外人が俘虜を慰問するのには陸軍大臣許可
を得なくてはならぬのだのに其手続をせず出掛けるものがある、現に過日来松の仏、米國新聞記者の如きも面会を断られ空しく帰つたと云ふこと
だ

●茶式部を手招く 女ならでは夜が明けぬ、世界各国女を好かぬものないがロスキーは法外助平で最近に来た俘虜兵は金澤丸が厳原に二夜も碇泊した時など身の分際
を弁へず一夜の春が買ひたさに是非上陸がしたいと云ひ衛兵が持て余す由聞いて居るが現に法龍寺収容所の下士卒は汽車の往来の女を見て頻り
に涎を流して居る、又同収容所は松山高等女学校の附近にあつて毎日朝と昼過ぎには●茶式部が往来する故彼等は押合ひせり合ふて之を見るのみ
か北側の窓から中ノ川端を通る女学生を頻りに手招きして居る由、ソコで其手招きだが初めは西洋流ので遣つて居たけれど此頃は日本流のを覚え

たげな

コップで鼻切り (省略)
安州の俘虜 咸鏡道を南下して安州の我●●●●●●した時の露國陸軍俘虜三名は久し●●●●●●いであつたがいよいよ内地へ送られる となつた、イヅ

レ近日松山へ来るだらう
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M37.06.05 ●●●死亡 第三回送致陸軍俘虜中東部シベリヤ狙撃歩兵第十一連隊第十一中隊に属する二等軍曹エフイム、ツアーツは蛤蟆塘に於て顔面軟部貫通銃創を受け
大林寺病室に入院して居たが仝人は来松当時すでに顔面蒼白色になり見るからに気力弱さうで今にも六ヶしからうと気遣はれた、果せる●●は●
後の経過が宜しからず此二三日危篤になつたので一大手術を加へやうと一昨日本院たる衛戍病院へ送つたが手術前即ち入院後間もなく仝日午●
三時三十分可哀さうにも絶命した、依て死体●●●●●の担架に乗せて大林寺に連帰り門内入口●手の死屍室にへ入れ、昨日午後四時仝所出棺例

に●●て戦友会葬の上叮寧なる葬儀を行ひ山越の●陸軍墓地へ埋葬した、今までに死んだのがこれ●●●人である

●●●贈る 松山紙屋町学校用品店末政久次郎氏●●●なる印刷図書九十枚を公会堂収容所の露兵●●●寄贈した

●●●異動 勧善社収容所に入院中であつた兵卒●●名は傷部治癒したので昨日退院した

将校の市内散歩 俘虜将校は爾後折々外出を許すことゝなつて去る一日は午後三時より一昨日は●●●時より監督官たる池田中尉が同行して公会堂収容所を立出
で萱町筋から仝町裏手の野面を散●●●町筋から三番町出淵町邊を歩行いて戻んた●●●すがら彼等は何処へでもノコノコ入つて行こうとする、
小供等は物珍らしげに沢山尾いて見学する、で池田委員は大層監督に労したさうな

市中の買物、美人の写
真

前項散歩の将校は一日は●●二名、三日には陸軍二名と海軍一名とで●●●が彼等は見るもの悉く珍らしさうに大変喜んで居た、で其途中ヂヤム
九缶、胡瓜五本及び魚●●●●●の買物をして帰つた、処が茲に又しても彼等の助平根性を表白して可笑しい話がある、彼等は各写真屋の前に行
くと必ず立止つて熱心に写真を見て色々と批評をするが三番町横町赤松写真●●●時などは争ふて女の写真を覗き込みヤレ●●●●いとか口が

大きいとかイヤこれは●●●●●な批評をして居るうち最も彼等の●●●●●られた写真が二つある、夫は目下松山●●●病院に勤務して居る某
看護婦（特に名を記●●●●●●●花亭支店の芸妓梅子のとである●●●●さん何処が好いのか知らねども眼玉●●●●●処が露國式に出来て居
るとでも云●●●●●彼等に歓迎されイヤ是は美人だ恐らく●●●●として見るべきものであらうなど賞賛措く能はず是非一枚其写真を買ふて
持帰りたいと云ふたが付添の委員が注意して止めさせて景色の写真のみを買ふたげな、イヨー梅子姐さん万歳―

戦争画を見る 夫から散歩の一行が三番町三好文成堂の前を通る時彼等の眼に映じたのは店頭処狭きまでに陳列してある日露戦争の絵画であつた、或はペトロボ
ウロスクの沈没や或は九連城の大激戦や種々雑多なのがあるが何れも味方の敗戦画のみだから彼等は一種の感に打たれたものと見え妙な顔つき
をして居つた、が彼等は数十分間仝店の前で仔細に之を見入り同行の通訳に説明を聞きながら頻りに仲間同志で何か囁いて居たそうな

蚊帳が五月蝿い 収容所では予々蚊帳の注文をして居た処十余帳だけ到着したから差向き将校だけに釣らせることゝした、無論一人一帳づゝで寝台の上へ掩ふのだ
が彼等は此日本蚊帳を大層五月蝿がつて居る、例の横着将校セレツキー海軍中佐以下三名は与へても一向之を釣らうとせぬ蚊にくわれながら平気
で寝て居る、で三名は自費を以て露西亜風の蚊帳を造らせるのださうな

大蒲団を廃す 俘虜に着せしめる大蒲団は従来一人一枚づゝ寸伸びの新調ものを一枚一日三銭づゝ損料借りにして居たのが昨今頓に暑気を感じて来たので一昨
夜限り之を廃して昨夜からは毛布ぎり引被つて寝さすことにした

M37.06.07 クラウゼとラフロウ
フ

公会堂収容所の俘虜将校等はヤア我々を斯る牢屋同様な処へ押込めて行動の自由を束縛するとは不都合だとか何だとか屁理屈の百萬列べて居た
ことだから前号記載の如く外出散歩を許すことにしたら彼等は何れも頭をこかして喜ぶだらうと思ひの外、其の多くが得意なるに拘はらず将校中

の見え坊西伯利亜狙撃歩兵第十二連隊の中尉リードウ井ツチ、クラウゼ（三十三）と同十一連隊の二等大尉グリゴリー、ラフロウフ（三十六）と
は不思議や喜ぶ模様がなく却て鬱ぎ返つて最初の日も二回目の日も一向同行しやうとせぬに委員は訝かりそれでは心機一転して今更行くのが嫌
になつたかと尋ねて見た処、イヤイヤ決して然うぢやありません行きたいのは山々ながら……と未通女娘の初恋宜しくの体で口ごもる風情おかし
と段々聞合すと何んのこッたい、市街へ出たら多くの女に我等の姿を見られるのに満洲三界着古した此服、此帽、穿きチビした此の古靴ではどう

も愧かしい、だから洋服や靴の新調が出来た上でお伴がさして戴きたい是非連れて往て下さいと云ふ無邪気な希望を抱いて居るからのことであつ
た、で委員も哄つて其の希望を迎へたと云ふことぢや

茶色のリン子ル服 処が彼クラウゼとラフロウフとは其新調服に就て一個の希望がある、夫は去る一日来監督委員たる池田中尉が茶色のリン子ル擬ひの夏服を着て居

る処が彼等二人は是を見て大層惚れ込みヤアこれし立派だ、実に美事だ、綺麗で粹で●分がないと手垢の附くまで撫でたり擦つたり、そして同じ
夏服の新調を許される様なら願くは此通りの物を拵へさして貰ひたいと言出したので、そりや如何様にもするがよいと申渡した処先生等宙に飛上
つて喜び早速玉●洋服店の主人を呼んで来て此通り地合から仕立方まで一分一點違はぬのを大至急裁縫て呉れと依頼し今日は出来るか明日は持
つて来るかと待つて居る由、コヽ一寸彼等の得意想ふべしである
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日本語の研究 兵卒仲間には喰ふて寝るより外に能のないものもあるけれど多少心ある下士卒や将校等は皆熱心に日本語の研究をして居る、で如何なる者でも目
下「有難う」位の出来ぬものはない、将校等が其研究に熱中して居るのは実に非常なもので感心の至りと云ふべしだ

背の高い一年志願兵 ドルスブルー（十八）の事は先日の紙上にも記したが彼は士族の身分であつて今軍曹の階級にあるのださうなが此少年なか々々心掛けのよい方で

近頃何人より尋常小学読本第一を貰ふて頻に日本字を習ふて居る、目下の処片仮名五十音は濁音、半濁音とも覚えて仕舞ひ多少の綴り方を覚えて
居る一昨々日記者が実見した処では毛筆で書いた五十音が驚くばかり振ふて居る、七十五文字の内只だ「オ」の字のノがなかつたのと「ユ」の字
が「エ」の字になつて居た間違ひばかり、身分が身分だけで進歩が早い、又同人は右の読本中にある朝の絵（日本家屋の雨戸を女が明けかけて居
て向ふに朝日が出かゝつて居る処）を見てそれをスケ書に写して居たが随分旨いことを遣つて居る、そして其下へは本の通りにヨガアケマシタ

云々の文字まで立派に書いて居た、俘虜中一番の誉められものは此ドルスブルーと彼のミシン曹長とであるとさ

M37.06.08 俘虜中尉の戦場物語
り

露國の砲兵中尉スチェゴリコーフと云ふ男は九連城の役で負傷して俘虜になつたが其後傷部治癒して目下公会堂収容所にある、此男鬚髯はあるが
ドチカと云へば風彩揚らぬ方で制服を着けて居らぬ時は殆んど兵卒と相違はぬ、けれども性質至つて活発な方で一寸話せる男である、彼は先日斯
う云ふことを話して居た、●●「自分が率いる隊は九連城の役で砲二門を持つて居たが不幸にも一門は敵弾のために破壊された、で他の一門は傷

けぬ様にせねばならぬと思ひ充分注意して敵の様子を監視して居ると日本軍は今や鴨緑江上遥かにアノ山（公会堂椽端より山越●を指して）位の
距離に架橋を始めたからオノレ渡河さして堪るものかと部下に令して件の橋梁破壊につとめヅドンヅドンと打出した、処が意外々々約八百歩ばか
りを距る左方の山上に思ひがけなくも一隊の敵歩兵が現はれた、だからこりや堪らん●●に砲口を此敵の方へ向け必死に防戦して居た●ビューツ
と飛来した一弾に不幸足部へ負傷して倒れた迄は覚えて居るが跡はサツパリ夢現にも知らず、フト気がついて見ると数多の日本兵の為めに取巻か

れて居たものだから茲にオメオメ捕はれたのである」と

派手な浴衣着 俘虜の将校五六名は二三日前申合して日本の夏服（単衣）を新調することにした、実に皆な揃ひも揃うて大柄な最も派手な浴衣であつたが躯体大
きいだけに皆一人一反で足らぬげな、そして彼等はこれを着たのは好いが一向に帯を結ばない委員が帯を結べと教へたら然らば別●●●の紐を買

入れるからと云つて其多くは紐の出来るまで着ぬことにした、にも拘はらず右のスチェゴリコーフ中尉だけは昨日記者が訪問した●●●は蜘蛛の
巣の様なものが染め出してある縮の浴衣を着て居たが帯を結ばぬから前がパッパッと●●●●者の湯上り宜しくと云ふ体であつた、又●浴衣は丈
はまづ可なりとしても行が短かくて殆んど肱までしかないから先生は其袖口を示して「●●●●では不体裁だ」とこぼして居た

●●中尉旅順戦報を
聞く

毎度書く狙撃第十二連隊の歩兵中尉グードウ井ツチ、クラウゼは風彩と云ひ言語と云ひ実に立派なもので模範的欧羅巴人と云ふを得べく頗る交際
上手で磊落で快活な質である、だから彼等に対する交渉は何時も同中尉一人が引受て万事応答すると云ふ風だ処で昨朝監督委員池田中尉と彼との
談話が面白い昨日午前九時●であつたらう池田中尉は出勤後程なく彼等の●を覗いて「お早う」と挨拶したが恰ど朝飯の時であつたから「これは
失敬」と出やうとすると「ナ二構ひません萬望お入り」と強いて椅子を勧めて扨●●●●は●●に池田中尉に向ひ「時に其後旅順●●●は如何で

す」との問に池田氏は戯れ半分、サ●●うですね、日本軍は依然南●嶺を守て居て未●●●●●らぬのでせうがイヅレ日ならず陥落●●●●●」
と答へると先生最初は然うでせうと云つて居たが、●は如何に旅順を想像して居らるゝか知らぬが●々容易なものではない」と教へる口調「イヤ
兎も角も近日中に我々に取ては一大快報に接することを期待する」との中尉の言に彼又曰く「君は旅順の後方より露國の大部隊が君方の方を圧迫
し様として居るのを御存じですか」と面と向て話しかゝるに中尉は益す笑をたゝえて「知つて居ます知つて居ます、幾等後方から来たとて夫は夫

で充分に中途で喰止めて置き他の隊で以て旅順を落す計画は味方にチヤンと立て居ます」と動ぜぬ体にクラウゼは更に幾度か繰返し繰返し「デモ
旅順には非常の防備が完成して居て最も遠距離に達する速射砲もあれば中々君等が想ふ様に容易く攻落するものでない、仮りに旅順が陥つたとす
れば我が国に取つては実に非常な大打撃で戦局の終結といつてよからう、若し旅順が落ちたら露國は殆んど滅亡するだらう、けれども其代り落し
損ふたら夫こそ日本の滅亡と覚悟し給へ、兎に角旅順の攻撃はお互に注意を払ふべく充分なる覚悟を要する事柄です」云々と教へる如く諭すが如

く語つたげな、で池田中尉は要らぬお世話だソンナ事なら百も承知二百も合点とも何んとも云はず好い加減に話頭を余事に転じたさうな

歩兵中佐の私物 同じ俘虜中の狙撃歩兵第十二連隊の中佐コンスタンチン、ウリヤード（五十）の所持品は戦地に於て取調の結果本人に引渡して差支へなしと認め
られたる仝人の私物（金百三十余円あり）は今度当地へ送附すべき旨本県知事まで通知があつたとさ
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M37.06.09 扇子と露國人 新義真言宗●山派の軍隊慰問司教者岩佐大道師は其隨行者と共に去る六日松山各収容所に於ける俘虜を慰問し将校以下一名に一本づゝ表面に大
和長谷寺の密図を画き裏面同寺の由来記を石版摺にした扇子を寄贈したゝ全体露國には竹と云ふものがないさうだから扇子其物が竹で製へてあ
るのがすでに彼等に取つて物珍らしい上伸縮自在に出来て居る処が非常に気に入つて皆々頭こかしての大喜び、殊に下士卒に至つては貰ふてから
一寸も手放さず開けたり閉てたり広げたり畳んだりして居る、処が是を貰ふた当時は如何にして開けるものかを知らなかつたに其の開け方を教へ

て貰ひ真直に引張つて開かなかつたり反対に広げやうとして要を外したりしたのもあつたとは何処までも天真爛漫

日本の蝙蝠傘 竹で製したもので伸縮自在なのが面白く非常に彼等が賞●して居るのは只に右の扇子のみではない、三四日前のことであつた贅沢屋の海軍将校セ
レッキーとルイバコーフの二人は出淵町を通行中同町上の方でフト目についたのは永井傘店の雨傘であつて彼等は予て出入の商人等が雨傘をさ

して居るのを見て和製の蝙蝠傘は面白いドウか手に入れたいものだと思つて居た折柄だもんだから有ッた有ッた茲に日本の蝙蝠があつたと早速
仝店へ入つて行き雨降りにさすのではない天気の好い日に使うのを一本づゝ呉れいと云ふから主人は心得て紺紙張りの日傘を出して見せた処こ
れではない白いのが好いとてまだ製へかけで骨も切揃へてなく油もひいてない番傘に字の書かずにあるのを二本三十何銭で買ふて帰つたげな

歯痛と医者通ひ 右のセレツキーと連のキシモーフとは先日来歯痛を病んで居るので監督将校の允許を得●町矢野歯科医に就き治療を求むることゝなり毎日午前

通訳若くは委員に連れられて通つて居る、矢野氏は無料で施術をして居るのだが彼等は相当の報酬をすると云つて居るさうな

愛らしき花束 去る五日は基督教松山教会附属日曜学校で花の祭を行ふたが其翌日此可憐なる少年少女は祭りに使ふた多くの花束を公会堂へ持つて行つて彼俘
虜等に之を与へた、左なきだに花を喜ぶ彼等は此愛らしき花束を愛らしき手より貰ふたのだから一層珍重がつたとは左もありなん

八木通訳官 今回新たに聘せられた陸軍通訳官八木明昌氏は一昨日より公会堂へ出勤することゝなつた

酒保新設 公会堂収容所内へは今度酒保を設けることゝなり三津濱の窪田嘉●次が之を請負ふて炊事場の端の一室へ開店した

露貨引替 彼等が所持する露國通貨並に通用手形は今日まで引替の方法定まり居らざりしが今度之を神戸の正金銀行支店へ送り神戸より更に上海銀行の手
を経て露清銀行で両替することゝなつた、で一昨日第一回両替を依頼したのは将校以下合して三百ルーブルで其内にはミシン曹長の五十ルーブル
も加つて居るさうな

俘虜と越中褌 彼等は日本人が遣つて居ることは事々物々面白く珍らしく感ずると見えて何やら彼やら遣つて見たく四五の将校は物好にも越中褌を拵えて纏つ
て居る、褌は日本を真似るが夫れど同時にかゝねばならぬ義理は彼等果して真似るかどうか

黐で蝿退治 真似ると云へば思ひ出すが一昨日もクラウゼ中尉がナイフで以て頻りに竹の串を削つて居るから何にするのかと聞いて見ると先生目早くも衛兵
等が其詰所に在つて黐で蝿を取つて居るのを見て直に其が真似がしたくて扨こそ黐竹にして居るのであつた

鯉が豊年 公会堂の庭には緋鯉黒鯉鮒などがタンと棲んで居るが露國の方には赤い魚が居ぬさうで右の緋鯉を見るや大に気に入り実に美麗なものだと賞嘆
しウリヤード連隊長などは一時間ばかりもジーッと池の端に蹲つて之を見つめて居ることもある、処が先日粟津大佐が有合した麩を池中に投じた
ら日比愛して居る件の緋鯉が争ふて之を喰ふのを見て先生等こりや面白い好いことを覚えたと夫からと云ふものは自分の食料のパンをちぎつて

投つて遣るので池中の魚族は万歳万歳大豊年だと喜んで居るさうな

M37.06.11 第四回目露國陸軍俘
虜来着

露國陸軍将卒にして我軍の俘虜となりたるもの卅六名は更に昨日当松山へ送られた、来松の景況は前数回と大差なけれどザット記さうなら俘虜を
乗せたる小蒸気船「しんかいそ丸」は昨日午前六時宇品解纜の予定ならし故十時には到着するだらうと俘虜委員長粟津中佐、新任委員今村大尉、

小嶋少尉其他の関係者は高濱港へ出張待受けて居ると予定より少し遅れて午後十一時半の頃高濱港へ着船した、で直に揚陸に着手し桟橋から直接
伊予鉄道高濱駅に入れ将校は一等客車に下士卒は三等客車二台に負傷者は有蓋貨車一台に乗車せしめ係り員同乗午後零時十五分同所を発して仝
四十分古町停車場へ着した、着車するとすぐ普通列車と俘虜列車とを隔らしてプラツトホーム外荷揚場から下車負傷者中三名は担架、二名は人車、
他は徒歩で（但し健康者でも将校は人車）各収容所へ分収した、収容の終つたのは一時半頃であつたらう

新来俘虜の内訳 は将校三名、下士卒三十六名（内負傷者八名）で下士卒中には四名の非戦闘員が交つて居る、非戦闘員とは商人や学生だとのこと、又三名の将校
（何れも健康者）は悉く騎兵で大、中、少尉各一名づゝだ尚ほ健康者中にコサック騎兵の軍曹が一名居る

五師団の一時預り 今回の俘虜は戦地から直接当地へ来たのでなく一応宇品へ停船し広島の第五師団で一時預り三回分を集めて一緒に送つたので三名は高砂丸で去

る七日に仁川から、五名は博愛丸で八日に龍岩浦から、其他は九日に安東県から●●を経て宇品へ着し之を纏めて新かいそ丸で転送したのである、
だから其護送官としては第五師団第四十一連隊の平●大尉と下士卒七名が附いて来たのだ、そして此の平●大尉等は一応松山へ来て引渡しの手続
きを終へた後直に引返して帰広した筈だ
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新来俘虜の収容 最重傷者一名を衛戍病院へ、他の負傷者七名を勧善社へ、健康者中将校を公会堂へ、他の廿五名を法龍寺へ容れたのである

新来俘虜の種別 はまだ委しくは聞くを得ぬが九連城の役の残りもあれば其第一軍が得たのもあり第二軍が遼東半島で捕獲したのもあつて内二名は●の安州へ逆
襲したのを我が守備兵が撃退した時[負傷]を負ふて逃げ遅れたソレなのである

安州役の俘虜 前項安州で我が守備兵の為に捕獲せられた二名は一時京城の我陸軍病院で治療を受けて居つたので官職氏名は哥薩克第六連隊曹長フアーマカル、
シヤーノフ及びクバンスキー哥薩克連隊附兵卒ニコライ、アチエルガと呼び前者は本年五十五歳の老武者で彼は既に兵役免除のものなるも倅の兵
役期中に在るもの逃亡して在らざる為め●●的徴●に遭たるものださうな、彼は臀部に貫通銃創を被つて居るが捕虜となつて日本に●●るゝは寧
ろ満足の至りなりなど語つて居た、●して後者は年齢二十四歳の現役兵で彼は我騎兵●●●に逢ひ日本刀にて真向二ツに切り下げられ絶倒せるを

捕虜としたとのことで刀痕は今尚ほ明瞭に印せられて居る

報知社の捕虜慰問 (省略)
M37.06.12 ●●●人の贈金 在京露國人コンドー、ヨナキ嬢は二百〇七円卅四銭を松山に居る俘虜に寄贈したいと東京の仏国公使に差出した

七百円の分配 東京駐●仏国公使は右ヨナキ嬢寄附のものに足して一千円を送ることゝし其内七百円は一昨々日到来した、但し此七百円は全然俘虜に遣つたと云
ふではなく無利息無期限で貸与したのである、で其七百円は同日各収容所の露兵に分配した処彼等は恰も旱天に夕立が来た様に打喜び将校は浴衣
を買ふ、ブラシを買ふ、上草履を買ふ、下士兵卒は鏡を買ふ、パンを買ふ、煙草を買ふ●●酒保大得意の有様であつた、又昨日の如き●兵卒連は

此金で買得た巻煙草を賭けて久しぶりにトランプの大決戦を遣つて居た、而して

此金の分配額 は一人当り兵卒が一円二十銭、下士が参円づゝであつたが将校は自分の所持金の●●に応じて随時貸すことにしたのだから其額は確定せぬ

両替金着す 然るに右の七百円のみでなく先日両替のため差出した所持の露國紙貨幣は横浜正金銀行で引替の上一昨日到着したので先生等一段の●●であつ
た、換算高は一円紙幣が九十銭、仝銀貨が一円、金貨一円一銭の割合であつたとさ

古参俘虜の出迎へ 一昨日新たに到着した騎兵大、中、少尉の三将校が公会堂収容所へ入る時古参の将校以下は何れも玄関に整列して之を出迎へ●●の挨拶をした後
古参陸軍将校は此新参将校に対して「まだ君等の室は定まつて居ないからマア●の室へでも同居し給へ」など親切に云ふて居たとのこと、マサカ

「連中が殖えて目出度い」とは云はなかつたゞらうが……

道後行のおジヤン 既記の如く俘虜将校の温泉入浴は愈よ実行することゝなつて道後温泉事務所と交渉すると事務所の方でも大に便宜を与へ様と霊の湯を三時間一
円五十銭で貸切ることゝし昨日●●入浴に出かける筈であつたが折悪く終日雨天であつたので遂々お廃止となつた、だから彼等は何れも非常に落

胆失望の体であつた、いづれ晴天になり次第行くとのこと

夏服仕立と履の修繕 将校の夏服は大概揃ふたが下士卒のはまだ出来ない、公会堂大広間西方の下士室の一隅へ連隊から借つて来た足踏ミシン四台を据ゑて数名の縫工
（俘虜卒中）頻りに裁縫を遣つて居る、服の表は既記の鼠色厚木綿で白金巾の●●た帯紐も矢張り木綿である、彼等の裁縫は●●●としたもので

はあるが却々手早いことを●●●居る、皆出来上つた後一時に着替へさせるさうだ、又仲間の靴工等も無細工ながら木やボール●●靴形を拵へ玄
関脇の一室で熱心に靴の修繕を●●居る、ドチラも不日出来るであらう

●●社員の慰問 (省略)
M37.06.14
(第 8008号附
録)

第五回俘虜陸兵来る 第二軍が遼東半島に於て捕獲した露國陸軍俘虜十一名は汽船安●丸に乗せて十一日長崎に入港、一昨日宇品に到着、更に転送されて昨日午前十一
時頃高濱港に来た、依て直に例の如く引渡し手続きを経て午後零時十四分高濱発の汽車に乗せ仝三十六分古町駅に下し公会堂と法龍寺とへ収容し
た

新来の俘虜数 は将校一名と曹長一名と兵卒九名と都合十一名である
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俘虜曹長の談話 去る十日法龍寺収容所へ収容せられたる安州役の俘虜曹長フワマア、クンシヤノフは五十五歳の老武者だけに中央亜細亜に於て四回の大激戦に遭
遇し場数を経たるものなるが彼は左の如く物語つた
我々の所属部隊は烏蘇里、黒龍江、後貝加爾外三ヶ所の混成騎兵六中隊（六百人）にしてマンドリフ騎兵大佐指揮の下に韓国偵察の任務を持っ
て駄馬二百頭、人夫二百名を連れて糧食二十四日分及び被服等を携へ哈●爾より遼陽に至り四月十五日遼陽を発し楚●にて鴨緑江を渡り韓国に

入つたがこゝに糧食盡きたるを以て人家のある所では代価を払ひ又た逃亡して人なき所では糧食を奪ひ専ら米を食し来りたるも途中一名も健
康を損じたる者なく二十五日目は安州を距る二里計り前の或村に達し此処に初めて日本兵の安州にあることを聞き戦闘準備に着手した、斯くて
我露軍は半数を此の村落に残し余の三百人を三手に分ち一は安州城東方より一は北方より他は●川江に沿ひたる方より前進して三面攻撃を開
始したるに日本兵は要害堅固たる城塞に●りて防守し我等は身を暴露して前進し戦闘殆んど十三時間の長きに亘つた処日本勢は益加はり勇猛

奮進の勢当るべからず我が軍は将校一、曹長一、兵卒二十死傷し将棋倒しに潰乱しアワヤト思ふ間に一発の銃丸風を切つて余の臀部を貫通した、
此時余は人事不省となり居りしが日本兵三名に抱き起されたるにより漸く蘇生したるも顔面悉く血を以て蔽はれ韓人の担架にて戦●病院に収
容されたのだ、余は二十二歳の時よりオレンボルのコサツクに配属し露土戦争其の他の大激戦を経たものだから成程土耳古の兵は強く我露軍を
悩ましたること少なからざるも而かも土耳古の兵を以て日本兵に比すれば其強弱の度は到底同日の談でなく日本兵一名を以て土兵十名に敵す

べく思惟した、今回の如きは我等も安州の日本兵は一千名以内外なるべしと信じて居たのに後に聞くところでは僅に○○名にして応援軍が来て
初めて○○○名となりしとねことなれどもソハ到底余の信ずる能はざるところである、又鴨緑江の陸戦および旅順の海戦は京城へ来て初めて聞
いたマカロフ提督並に軍団長、師団長其他下士卒三十人も戦死したとのことなるが顧みれば我国の言伝に露國は七百年にして滅ぼさるとの箴言
ありて一般に信ぜらるゝ故或は今回の戦争が遂に斯る最後に陥るのではなからうかと心配に堪ゑられぬ云々

M37.06.15 (コピーなし)

M37.06.16 船中の俘虜 十三日に来松した金州南山の負傷捕虜東部西伯利亜狙撃歩兵第二旅団第五連隊第四中隊附一等大尉シヤストキン（三十六）は前号記載の如く左胸
部に貫通銃創を受けて居るが彼は安●丸船中に在るとき身体を清潔にせば創所は早く治癒すべしとのことを聞き血に染んだ下襯等を脱ぎ代へん
ことを望みしも船中にてはその準備がないものだから同船の我将校は所有の襯衣、下袴等を与へた処彼は生覚の日本語で「有難う」と述べ感謝し

た、又捕虜兵卒は船中で日本兵と同室せしめしに我●は軍医が傰帯を取換える時など頻りにその創口を眺めて「善い所へ弾丸が中つて居るなあ」
と恰も自身の射たる弾丸が命中した如くの喜び又創部の惨状を見ては「大きな創だなあ痛からう可哀い相に」など語り頻に彼等を慰めて敵味方の
●●を忘れたかの様であつたのには我乗組将校も我●の美性に感じたさうな

夢だ夢だ 記者が或る俘虜兵卒を捉へて君等は●●の時に如何様感じがしたかと問ふて見ると只だ「ホワイトホーワホワイトホーワ」と答へた、又た他の兵
に同様聞いて見ると矢張り「ホワイトホーワホワイトホーワ」と答へるのみだ、これは「夢だ夢だ」と云ふことである、成程マア夢位のことであ
らう

日本の水 露國人が茶を好むことは誰しも知る処で公会堂の俘虜将校等は毎日紅茶に沢山の砂糖●●込んでさも旨さうにガブリガブリ遣つて居る、●何分西
比利亜地方の水は泥水だから茶が不味いが日本の水＝殊にこの松山の水＝は誠に清らかなから一段と茶が旨い水は松山のものに限ると先生等ホ
クホクものである

篤志看護婦の勤務先 俘虜病院が城北練兵場の新病舎へ移転し先づ大林寺の第二病舎が移ることゝなつたので本日より大林寺へ勤務する筈であつた篤志看護婦人四名

は衛戍病院詰に変更された、●副会長菅井コウ子は取締として昨日から本院（衛戍病院）と第二病舎へ出張ることとなつた
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収容の俘虜六百名 松山各収容所に現在する俘虜は一昨日調べ左表の通りである
将校 下士 兵卒 非戦員 合計

衛戍病院 八 二 三五 〇 四五
勧 善 社 〇 八 七七 〇 八五

大 林 寺 〇 一一 一五七 〇 一六八
小 計 八 二一 二六九 〇 二九八
公 会 堂 一五 一一 一五三 〇 一七九
法 龍 寺 〇 一〇 一〇一 四 一一五

小 計 一五 二一 二五四 四 二九四
計 二三 四二 五二三 四 五九二

M37.06.19 将校の道後行 幾度か雨のためにお流れとなつた俘虜将校の道後行は愈よ一昨日実行した、彼等は同日昼飯を終ると仕度にかゝり海軍はセレツキー中佐以下三

名、陸軍はウリヤード中佐以下六名、都合九名が今村大尉、鈴木通訳に伴はれ一時二十分発の一番町発で道後駅に下り其内四名は直に湯ノ町に入
り五名は別れて公園を散歩した上霊ノ湯で落合ふた

彼等の入浴 は無論一人づゝであるが中には二人一緒に入つたのもある、又クラウゼ中尉と外一名は如何いうものか遂に入らずに済んだ、概して彼等は入浴時
間が短く大佐廿分以内だが●後の休憩が中々長い、休憩中はビールを飲むコーヒを飲むガブガブ遣つて中には顔を真赤にしたものもある

無上の喜悦 俘虜将校等が温泉に浴したいと云ふ希望は久しいものであつたがヤット其一念が届いたのだから彼等の喜びは実に非常なるもので海軍将校の如
きは「どうか以後毎度行かして貰いたいアナタ方が尾いて行かれやうとするから事が面倒になるのだから萬望我々一個で随意に遣つて貰いたい」
と今村大尉に話して居た、又彼等は異口同音に仝温泉の結構建築が美麗なことを歎賞し有らん限りの賞辞を呈して居たさうな

帰途の買物 処で彼等一行は午後四時過ぎ帰途に就いたが折角出た序でだからと夫より大街道、湊町等を散歩して●ぬることゝなつた、彼等は其途中●●を買
ふ、掛物を買ふ、生姜の砂糖漬を買ふ、柑類を買ふ、そして買ふた物は其邊に遊んで居た小供に遣つたり兵卒の土産にしたとは可愛らしいではな
いか、又白百合も買ふて●んだ

満洲丸乗組員の俘虜
観察

別項記載の如く満洲丸乗組の観戦者一行は昨日午前九時頃より順次各収容所を観察したが今公会堂に於ける模様を記さうなら先づ最初に貴衆両
院議員の一行、次に外国武官の一行、最後に新聞記者の一行と三度に視察したが一々今村大尉、鈴木通訳が迎へて所内を巡視し最初の一行は貴族
院議員を代表して黒田侯爵、衆議院議員を代表して田口卯吉氏、最後の一行は内国新聞記者を代表して中央の大岡力氏、外国新聞記者を代表して
ヂヤパンタイムスの山田太郎氏が慰問の辞を述べたが外国武官の一行は皆口々に挨拶して規則立ては慰問せなかつた、又一行中外国の会話が出来

るものは例のクラウゼ中尉と直接応答し其他は通訳を介して他の将校と応答した、将校室の巡視が済むと楼上に下士卒を訪ふたが大抵一時間以内
で辞し去つた、他の収容所に於ける模様も殆んど同様だから別に記さぬ

彼等の希望 俘虜将校等一同は前項新聞記者の訪ふた時「君方は皆帝都の新聞記者なるが故我々は一の希望を述べん、其は他事ならず我々は常に自由の行動を

許さんことを望む、市内散歩の如き●道後温泉入浴の如き日本監督将校等が同行せん●すればこう度々行くことも得ざるなり、可成我々をして自
由に出入するを得る様御尽力あらんことを●述べたので此方は何か君等を束縛せんとの意味にて監督将校が尾●する訳にはあらず、若し間違等あ
らんを慮り君等を保護するの外他意あるにあらず、保護の必要なしと認められたる時は君等の希望を達せらるべければ悪く思はざらんことを、と
答たげよ

下士卒の喜色 又同一行が下士卒を見舞ふた時「君方は以前は敵なりしも今は剣折れ玉尽きて捕はれしものならば我等日本国民は君方を敵視せざるのみならず友
人と思ふ云々と述べたところ彼等一同に余程喜びの色を現はして居た

病舎移転 予記の如く城北練兵場内新築の俘虜病舎へ十六日に引移る筈であつたが同日は雨天の為に止め一昨日大林寺の分が引越した、昨日は勧善社の分が

移転する筈であつたが又々雨天の為に延引した、今日にも晴天になり次第行くのである

M37.06.21 女学生と俘虜将校 去る金曜日に将校九名が温泉入浴のため道後へ赴く途中のこと、一番町停車場に●した彼等はツカツカと一等客待合所へ入らうとしたがト見ると
学校戻りと見えて十人ばかりの●茶式部が仝待合の床几を占領して居る、女学生等は入来る将校連を見て直ちに席を譲らうとした、が彼等は手を

振つて之を止め「是非とも其儘」と言葉は通ぜぬながらも強いて女生を元の席へ着け自分等は皆室外で辛抱した
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失礼ではなからうか 又同日温泉から帰りに湊町を散歩した時のことであつた、先生達は或る柑類屋で蜜柑や夏橙を沢山買つたが其時其側で先生方を見物して居た老若
男女の中に二ツか三ツになる子を負ぶつた見すぼらしい女があつたのを二等大尉のラウーワと云ふのが指して「アノ子に此蜜柑を遣つても構ふま
いかアノ母は失礼だと云ッて怒りはすまいか」と同行の鈴木通訳に心配さうに相談した、で鈴木氏は「別に心配にも及ぶまい、マア遣つて見るが
好い」と言ふたので先生直に其如くすると頑是なき子供は勿論母親も大層喜んだもんだからラウワは非常の満足で「自分は小供に腹を立てられは

せまいかと夫が気遣はれる」と語つて居たとは可愛らしい話ではないか

早足の中尉 砲兵中尉シュチヱゴリコーフは将校中で早足の男だが同日の徒歩中にも始終先へ々々と歩き稍々ともすると一行より十数間も先になるものだか
らウリヤード中佐は「オイ、シュチヱゴリコーフ、幾等言ふても聞かないか、何故そんなに先へ行くのだ、早いと云ふのに」と叱り飛ばしたので

先生大こぼしにこぼして居た

面会嫌ひと外出嫌ひ 右のシュチヱゴリコーフ中尉は人に会ふのが大嫌ひで今まで誰が慰問しても「アヽ面倒い面倒い、私は御免を蒙ります」と毎回面会を避けて居た
が先日京阪の新聞記者が訪ふた時は何と思つたか先生も出て来て会ふたと云ふことぢや、又彼等は一体に外出散歩を望んで居る中に如何勧めても
一向外出せない将校が二人ある、夫はマクスモーフと云ふ大尉とローエフスキーと云ふ中佐だ、前者は身体工合が悪いからと云ふのだけれど後者

は然うではない「我々が外出するのは見に出るのか見られに出るのか分らないから●●●と澄して居るとは一風変つた男ではある

M37.06.22 俘虜将校の談片 先日松山公会堂収容所に来たコザック騎兵将校中に日本捕虜委員をして居たと云ふのがある、其者のゝ語るところを聞くに日本将卒は大約二百名
余の捕虜に為てゐるが残念な事には将校が何名で下士卒が何名と云ふ事は記臆して居らぬ、而て先日露都聖彼得堡へ向け将校は一等客車、下士卒

は二等客車で護送された、待遇は出来得る限りの自由を与へて露國の軍別により其階級に応じ露國人同様に取扱ふてゐる」云々▲其話を傍で聴て
ゐた古参の捕虜将校が「我国ではかく鄭重に取扱ふてゐるのに日本政府の吾々を遇する有様は何うだ」などゝ亦々例の十八番の不平が始まつたが
是は最早耳に蛸の出来てゐる話だから敢て記す程の事もない▲書も恐多い事だが「日本の皇女殿下と露國の皇太子殿下とが御結婚の相談が以前在
つたさうだが日本では其んな噂はないか」と或士官が記者に尋ねたから「其んな事はあり得べからざる事だ」と云ふと「そうかしらん然し露國は

是に依て日本との親交を暖め同盟の素因を作る積りだあつたとか聞いたが●は兎に角此度の戦争で何もかも滅茶滅茶だ誠に残念な事をした、若し
此同盟にして成功してゐるなれば天下恐らく向ふ処敵なしだらうが此後は最早其同盟を夢見る事も出来ぬだらう、何故とならば露國は一度び干戈
を交へた国とは其後如何なる事情があるとも未だ嘗て同盟を結んだ事がない、其れで此間も或る日本人が私に向つて戦争後は露國と日本は再び友
達となるであらうと云はれたから私は其はそうなるであらうと答て置いたが所謂単に友達に過ないので何うしても親友になる事が出来ない況ん

や同盟はとても出来ない、殊に此度の戦争にして万一不幸に露國の敗となつたら其れこそ日本は大なる敵を作つたので露國は敗戦の恨みといふ事
は決して忘れない、また一度思ひ立て手を下した事は一度失敗しようとも二度失敗しようとも其れには少しも頓着しない仮令百年掛ろと二百年掛
ろと其目的を遂行しないでは止まない、其れは今迄の露國の歴史に観ても明かな事だ」などゝなんとなく威脅らしいことを云つてゐた

収容所増設 得利寺で獲た約四百名の俘虜将卒が両三日中に来松することは既記の通りである、処で従来の収容所では狭隘を告げることとなつたので新たに萱
町四丁目雲祥寺、出淵町二丁目妙清寺の二ヶ寺を収容所に充つることゝした、又病兵を移したので不用になつた勧善社は直に健康者収容所に採用
し右三ヶ寺へ公会堂の下士卒五六十名づゝを昨日分収した、大林寺も健康者を容れる筈であつたが今度来る内には定めて負傷者が多かるべく到底
も城北のバラックだけでは済むまいからと同寺は矢張り病室にすることゝして一昨日まで容れてあつた数名はこれも昨日勧善社の方へ廻したの

である、夫から公会堂は以後将校だけの収容所に充て今後来る下士卒は前記雲祥寺、妙清寺へ容れてまだ足らねば順次附近の寺院を借上げる筈で
其筋ではすでに市内各寺院の畳数等も調べてゐるさうな

マ嬢の俘虜慰問 別項にも載せた通り英国のマッコール嬢は一昨日午後四時頃俘虜将卒の慰問をしたが城北の新設バラツクでは約●四十分間程を費やし順次各病
室を観、特に将校及び其他の重傷者には通訳を介し親しく見舞の辞を述べて自分は帰国の上仔細に此趣を陛下に申上げる積りであるが只だ君等の

本国政府に此状況を通ずることが出来ぬは残念であると云ふて居た、又嬢は匆忙の間に斯く大なるバラツクを●●しシカモ比較的設備の完成して
居るのを賞揚したとのことである

M37.06.22

(第 8015号附

第八回俘虜来松 金州南山の戦に第二軍が捕へた俘虜のうち五名は去る十九日来松した、夫は将校一名と兵卒四名とで将校は負傷者だから衛戍病院に収容され兵卒

中二名の負傷者は練兵場内新築病舎、二名の健康者は大林寺へ容れられた
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録) 雪隠の掃除でもする 右の将校は名をベロツオールと呼ぶ歩兵中佐だが南山の頂上で傷のため人事不省となつて居たのを第四師団第八連隊第八中隊の某中尉に捕へら
れたのださうである、中尉は当時之を発見するや直に我が野戦病院へ連帰り手厚く介抱したので漸く正気に復し内心非常に恐怖にるものゝ如き面
持で「自分は日本へ送られたら雪隠の掃除も厭はず有らゆる務に従事するが萬望命だけは助けて呉れ」と涙こぼして哀願したさうな、アンマリ意
気地がなさ過ぎるではないか

第九回俘虜来松 又昨日も三名の陸軍俘虜兵が来松し直に大林寺収容所へ送られた

大林寺と勧善社 に居つた俘虜傷病者は既記の通り城北練兵場内新築病院へ移転した、そして其跡はどうするかと云ふに両寺とも引続き健康者の収容に充てるので
現に大林寺の方へは前項の如くすでに五名を収容した、別項の得利寺の俘虜も右の両寺に容れられるのださうな

第十回俘虜来松 俘虜来、俘虜来、又俘虜来、此頃の様に俘虜がチヨコチヨコ遣つて来ては殆んど其応接に暇がない、処が又々彼の得利寺の激戦で連隊旗まで持込
んで俘虜となつた敵の連隊長以下三百名以上四百名に近いのが来松することになつた、三四日中には着くだらう

行燈を買ふ 俘虜将校は一昨日亦た市内の散歩に出たが其節騎兵少尉のロゴフスキーと云ふ男は青い紗張の行燈を見つけて直に之を買取つて持帰つたが先生
是が面白くて堪らず早速灯を点して他の将校等と共に其優雅なるを賞して居た

兵卒と幻燈 松山の基督教牧師等は何がな俘虜を喜ばしめやうと考へ十八日には公会堂、一昨夜は法龍寺で幻燈会を催して一同の俘虜兵に見さした処、映画は
米國博覧会や其他格別新奇なのはないけれども然も彼等は大に嬉しがつて居た

葡萄酒と巻煙草 過日来松した小澤男爵から葡萄酒と麵麭の寄贈があり又た国会議員の連中から金十八円を呉れたのでこれで巻煙草（菊世界）を買ふて昨日一般の
俘虜に分けて遣つた、只呉れるものなら馬の糞でも喜ぶといふ彼等のことだから公会堂の兵卒の如きミシン曹長から分配に預ると直ちに久保田の
酒保へコロツプ抜きを借りに行き早速口飲と出かけて顔を赤して居るのもあつた

M37.06.24 俘虜兵卒の談片 (省略)
M37.06.25 新設バラツクを観る 城北練兵場の西方へ建築された松山衛戍病院附属俘虜収容所病室内外の模様を見やうと記者は先日出掛けて行つた、仝病室の構内は随分広いもの

で東北は雑とした竹囲ひを廻らし南西は在来の堤防に接して居る、で入口哨舎の脇に立つて居た歩哨に一●して西南隅の門から入ると直き左手に

は経理部出張所が設けられ前には衛兵詰所があるソコをズツト通り越して東北に進み最も近い南側の一室が事務室だと聞いたから東西に長い中
央の玄関を上ると其東手が医員室、●室等に充てられ西手が事務室になつて居る又同事務室に●つて区分された一室が総監室だ、記者は●を通じ
て院長馬島軍医正に面会し仝院長の案内で病室内を巡視した、事務室から斜に数間の廊下を行くと取付の室が手術室で其前を北へ真直に伸びて居
る廊下は各病室の中央を横切つて居る、病室は南から一号二号と五号まで建てられ室の大さは皆同じで長さが十九間に十九間東西合して三十八間

に廊下の処の開きを算すと丁度四十間、横幅が四間である夫から各病室とも入口の両側に医員通訳詰所、看護婦詰所、湯飲室、傰帯巻替室があり
室の突詰には便所が添ふて二室に一つ宛の割合で浴場が附いて居る、第一号室が将校病室だが将校の患者は東室に居るのみで西室は全部明いて居
る、西室の入口には特に篤志看護婦詰所があつて数名の篤志婦人が今は格別事務もなさゝうに詰めて居た、将校室は一間宛の長さに仕切つてあつ
て前には白布の幬が垂れて居る、次の二号室は重傷者の病室でこれも一人づゝ仕切の板塀があるが幬はない、三号以下が軽傷者室で此処には仕切

りもなく一二号室と同様中央通路の両側に藁蒲団を敷き寝て居る露兵を看護婦諸子がいたわつて居る、一二号室は松山救護班で受持ち三号室は高
知四五号は徳島の救護班が担任して居るのだ、室は板も柱も荒削り屋根も藁葺ではあるが総ての材料が新しく一間隔てに明り窓が附いて居て其下
には空気抜も設けてある、で俘虜等も今迄の様に寺に居たのと違ひスガスガと余程心持が好いらしい、のみならず其場所が広潤な上に南は城山の
翠嵐を受け北は御幸寺岳の涼風に接し西は遥に小富士を眺め東に道後の●地を望む恰好の位置だから彼等も嘸満足を得たであらう、病室や事務室

以外に西北の隅には死屍室、汚物焼却室、消毒室が列び建てられ其他物置や小便部屋様のものは構内アチにもコチラにも数棟建つて居るが一々観
るの必要もなからうと思ひ院長に労を謝し以後は時々参るべき由を挨拶して出たのであつた

南山は三年を支ゆ 金州南山の役で俘虜となり雪隠の掃除でも厭はぬから命ばかりは助けて呉れと哀願したヘラツオ中佐は南山陥落前に人事不省となつたのだから

此程我が将校から陥落の事を話して聞かしたら彼はどうしても之を信ぜない、我防備は能く三年を維持するに足るのだから到底も一日位で陥落す
る筈がないとて容易に其説に服せなんだげな、之に徴するも南山の防禦工事が如何に厳重に出来て居たかを想像するに足るのである
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新来の俘虜 既記一昨日来松した内の将校は
子ルチンスキー、コサック騎兵第二連隊
第二中隊二等大尉 ホリス、ミルレール
アルグンスキーンコサック騎兵第二連隊

第一中隊中尉 ウラヂミル、ザチーヒン
の二名でミルレール騎兵は陸軍中将の息子ださうな、又卒の内に一名我が北海道札幌 函館等に永住して居たものがあつて巧に日本語を繰る、容
貌も日本人と違ふ所がない、名はタ、 ールと云ふさうな

電燈取附 城北練兵場バラックへ電燈を点けることになり伊予水電に命じて先日来取附中である、コヽ両三日中には点火する様になるだろう

M37.06.26 公会堂収容所 は既記の通り将校だけの収容所としたので目下二階の大広間に手を入れて居る、昨日見た処で大広間は中央を通り道にして左右に一室十九枚半
づゝ八室に分つべく板囲ひをして居る、一室に四人づゝを収容するのださうなから差向き四八三十二人は二階だけで収容が出来る、故に先づ当分
は差支へを見ぬであらう

将校の散歩 は以後毎週火木土の三日に定めたから昨日も出る筈であつたけれどアノ大雨で一歩も踏出すことが出来ぬ、のみならず一時は北西のシブキが酷い
ので椽側へ出ることも出来ず皆室内にチヽコまつて居た、木曜日に出たときは三番町邊で風景の写真を沢山買ふて帰つたげな

新聞閲覧を許す 我国が彼等を遇するに可及丈じゆうを与へて居ることは今更記すまでもないことで数日前からは新聞閲覧を許すことゝしたら将校連は喜んで直
ちにヂヤパン、タイムスを購読することにした、で此頃の梅雨空に鬱陶しさ甚だしきにも拘はらず好個の慰安を得て居るさうな

海軍将校と食パン 最初与へて居つた食パンは如何も焼方が面白なうて不味いから是では不可ぬと委員等も心配して居つたが今度収容所酒保の久保田嘉●次氏が江
田島兵学校の用達をして居た高須商店へ交渉し高須商店は松山魚町三丁目へ六百円を投じて竈を築き焼くことゝなり夫を久保田氏が売ることゝ

したのでヤット上物を得ることになつた、処が彼のセレツキー以下自費賄ひの海軍将校三名は以前菓子パンを食つて居たが今度此上パンが出来て
大に喜びこれならば一点申分がないと以来之を用ゆることにしたさうな

小鳥と白百合 将校等が小鳥を好いて先日カナリヤ一番ひを買ふたことは記して置いたが尚一番ひと十四松二三羽を買ふて新らしく大なるトメコを拵へ可愛が

る余りチヨコチヨコサイサイ巣を出して見たり入れて見たり頻りにトメコの中に手を入れて居る、昨日も其トメコを椽端に出して居つたのにサツ
と一陣北シブキが来たのでウリヤード中佐はコリヤ大変と服が濡れるも構はず一番に其トメコを室内に入れて居た、又彼等は花が大好きで中にも
香の高い白百合が大気に入りでビールやブドウ酒の空瓶に白百合を活けて居らぬ室はない、そして散歩に出ると必ず之を買ふて戻る木曜日にも汚
い河原者の女から清い白百合を買ふて居たなんかは一寸詩材になりさうであつた

ドウモスキー氏と川
上書記官

来松中の墺國人パンフオツトニツク、レビュー記者ローマン、ヱス、ドウモスキー氏は同伴の外務書記官川上俊彦氏と共に昨日公会堂収容所に俘
虜将校を慰問した、彼等は雨●の徒然に無聊に苦んで居た折柄であつたから大に喜び此行を迎へて寄つて集つて不平なことや●いことやを語つて
居た

城北のバラック には目下十名の将校と二百八名の下士卒が居る、其内病勢増進者が一名あるが差向き危篤と云ふほどなのはないさうな、(省略)
M37.06.28 得利寺役の俘虜 味方は僅か七百内外の死傷に敵は大敗けに敗走して一万人以上の死傷を出した得利寺の戦争に三百余の俘虜のあつたことはすでに公報に依つて

読者の知悉せらるゝ処だが俘虜は其後続々増加して現今四百余名に及んださうな、処で其内百名程の重傷者を残して大部の三百三十九名は去る二
十三日某地点を出発後送され昨日松山に到着した、今其景況を記さんに搭乗船六千余頓の大運送船鎌倉丸で彼の戦闘に主力たりし第○師団第○

○連隊の矢田部歩兵少尉以下四十七名の下士卒は護衛の任務を帯び他に軍医数名は救護兼通訳のため同乗し船中事なく内地に直航し六連島と門
司とへ検疫のため一寸寄航したのみで温泉郡三津濱沖へ入着投錨したのは一昨夕七時の頃であつた、元来ならば高濱へ船を着ける方が揚陸上便利
であれど何を云ふにも六千頓以上の大船ではあり殊に高濱は潮●の工合が悪いから若しもの事があつてはならぬとの大丈夫をふまへて三津へ入
港したのである、処で着港同時間もなく夜に入つたことだから同日は揚陸を見合はせ一夜を三津港頭に明かして昨日午前七時頃より揚陸に着手し

揚陸全く終つたのは十一時頃であつたらう、扨其の
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揚陸の模様 を詳しく記さうなら是より先き松山よりは馬嶋衛戍病院長、伊●外二軍医、中村、小島両俘虜委員等通訳四名、衛生部員、護衛兵士を率ひて三津
濱に出張し小冨士亭を休憩所に充て受領手続等前回と大差なく先づ将校を上陸せしめ次に下士卒健康者、仝負傷者を艀舟の往返十数回を経て順次
上陸、将校は小冨士亭の亭で、健康兵は砂原北方で、負傷兵は仝南方で暫時休憩 休憩中窪田回漕店より●茶を饗し健康者は十一時前、将校及び
負傷者は十一時半仝所を出発した

松山へ収容 将校及兵卒中の比較的重傷者一名は腕車、其他の負傷者は徒歩で濱端より通●を経て三津停車場に着し将校は一等客車、下士卒は三等客室七台に
乗せ係り官同乗十二時五分三津駅発車、古町駅に下り将校の健康者は公会堂へ、負傷者●●は城北バラックへ収容を終へた、而して下士卒の健康
者は通し徒歩さしたので一里半の県●筋●●で一時休憩し三津●町より萱町に入り全部大林寺に収容した、総ての収容を終へたのは午后二時頃で

あつたらう

俘虜の内訳数と将校
氏名

ソコデ今度来た俘虜三百三十九名の内訳は将校が七名（健康者四名、負傷者三名）、下士卒が三百三十二名（健康者二百四十名、負傷者九十名）
で其将校の官位氏名は左の通りである
歩兵大佐（連隊長） ニコライ、イワノウ井ッチ、メルチヤンスキー

歩兵一等大尉 マリヤム、クドレーウ井ッチ
騎兵二等大尉 シエオロー、ワシリーウ井ッチ、ガルチエンコフ
歩兵二等大尉 ヒヨードル、ルージン
コサック騎兵中尉 パウエル、チエンパーシン

歩兵中尉 ニコライ、レセウヲツキー
歩兵少尉 ヒヨードル、アレクセーフヴ井コフ

右の内負傷して居るのはクドレーウ井ッチ二等大尉（右●指擦過傷）とチエンパーシン中尉（右足踵貫通銃創）とヴ井コフ少尉（右●●●擦過銃
創）との三名だが創は何れも軽傷だ、而して少尉は第四連隊の副官ださうな

連隊長大佐 前記歩兵大佐メルチヤンスキーは公報にあつた第四連隊長で背は余り高からざるも大兵肥満、梅も常陸も跣足で逃げ出しさうな大男である、容貌
は一寸絵に書いたマカロフ提督見たやうで胡麻塩の長髯を撫しつゝある間は頗る見事であるが夫が聾も聾もカナ聾と来て居るから実に驚くでは
ないか、年は五十七八六十近い老将だから耳の遠いのも無理はないとは云へ余りのカナ聾だ、それにしても連隊長から副官連れての降服とは御念

の入つた次第である

二名の曹長 下士中に二名の曹長がある、一をアーカーフオン、デリカツトノリと云ひ他をカルプサハルと云ふ、前者は憲兵曹長ださうで後者は歩兵曹長だげ
な此点はまだシカと確め居らぬから断つて置く

検疫と下痢患者 揚陸の際今回特に手数の入つたのは検疫を行ふたことで六連島及び門司で検疫したけれど尚ほ念のため三津停船中に一々検疫したら六名の下痢
患者を発見した、都合に依つたら船から直に台場の避病者へ入れる手筈を定め此六名は最後に揚陸することゝして仔細に診断したが格別伝染病の
徴候もないから単に●●患者として取扱ふことにして共にバラックへ収容した、又今回の負傷者は殆んど軽傷者のみで比較的重傷なのは左手に貫
通銃創を二つ受けて居るのである

川上書記官等の慰問 来松中の墺國人ローマン、ヱス、ドウモスキー氏は川上外務書記官と共に態々三津に赴き俘虜将校に対しビール一ダースを贈り慰問の辞を述べた
処今まで四●の柱に凭れてコクリコクリと居眠つて居た連隊長は這ひながら近づいて手の平を耳に翳して大きな聲で談話し其他の将校も寄っつ
てたかつてペチヤクチヤ話し露西亜の新聞を読むことを呉れるであらうか、我々の仲間は松山でドンナ境遇で居るかなど頻りに問ひ数十分間笑ひ

さゞめき話して居た、

知事と軍医監 菅井知事と菊池軍医監とは小冨士亭へ出張し将校が上陸するのを待つて各簡単な挨拶を述べた、因に三宅参事官、田中保安課長、古川●●等も三
津へ出張つて居た
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新来俘虜の服装 第十一回目に今度来た俘虜兵は第一、第二、第三、第四連隊が交って居る、服装は前来のと大差はないが九連城時代から見ると時候が暑くなつた
ので長い外套を着て居るのはなく（持つて居るのはあつた）、皆な薄汚い襦袢を着て上衣さへ着て居らぬ、又例のシヤ熊の様な防寒帽を被つて居
るのは一人もなく大抵●乙帽の様なのであつたが中には羅宇の仕替宜しくと云ふ●●帽を被つたのが二人、ドンタクを被つたのもあつた、将校は
大抵鼠色の羅紗服（例の上物）でヅボンの線は是まで小筋なのが多かつたが今度は一寸五分位もある巾の広い赤筋を入れたのも一人見た、此男将

校中でのお饒舌家で始終呑気さうにキヤーキヤー云ふて居た

M37.06.29 大林寺収容所 得利寺附近で捕へた俘虜は負傷者が多からうと思ひ大林寺収容所は病室として使用する筈であつたが存外傷者が少なかつたので之は何れも城北
バラックへ入れ大林寺の方は新来の健康俘虜悉皆（二百四十二名）を容れることにした、記者は昨日同所へ行て見たのに遠方からの家移り早々だ

からまだゴテゴテとして居るばかり何かの準備も出来て居らぬ彼の間に十人此の間に二十人と恰ど昼飯を遣つて居る最中であつた、而して此日是
非入浴さす筈で石鹸や手拭（●木綿）を一人一個づゝ分与して居た

新来の俘虜 は前号にも記した通り狙撃歩兵第一、二、三、四の諸連隊及び砲兵、騎兵等もあるが其多くは第四連隊で露軍は後方から援兵が来たのにも拘はら
ず日本軍の作戦図に当り三面挟撃に逢ひて崩れかゝつた勢を挽回すべくもあらず総崩れとなつて敗走した、其中に前記四連隊は逃げ遅れたもんだ

から速くも退路を日本軍に断たれ進まば●殺の已を得ざる悲境に陥つた故扨こそ連隊長以下白旗を掲げて降を我軍門に請ふたのである

露兵の腋臭 将校は別として一度俘虜兵に接したものは彼等の身体より一種異様鼻持もならぬ悪臭を発することを知つて居るだらう、これは強ち露兵ばかりで
ない我軍隊でも凡て戦地に在るものは雨に沐し風にあたり何十日湯に入らぬか分らぬから皆同様に臭いのだとは云ふものゝすでに当地へ来て一

月も経ち湯にも毎々入つたのにまだ悪臭が全く去らぬ、殊に一昨日来たのなんかはドウモコウモお話しにならぬ臭さ加減で斯く悪臭の紛々たるは
単に垢や汗やの香いではなく腋臭を病んで居るのが多く夫が段々伝染蔓延したからださうである

将校収容所 公会堂の将校収容所は五号室が従卒室に充てゝあつたが追々将校が殖えれば従卒も殖えるので四号室の将校室をも従卒室に用ゆることにした、又

大広間の設備もすでに整ふたので一昨日から使用することゝしメルチヤンスキー連隊長を其一室に、ガルチエンコフ騎兵大尉、ルージン歩兵大尉、
レセウヲツキー仝中尉の三尉官を一室に、又仝日バラツクより退院したサバイカル騎兵大尉アレキサンドル、コサック仝中尉セルブコブ、騎兵少
尉ロゴーフスキーの三名を一室に、都合三室使用した

新古将校の近づき 一昨日四名の新仲間入があることを古参の将校連は誰も知らなかつたさうで収容されて後に気付くや陸海軍とも自分等より高級の大佐が来たの

だから早速二階へ上り早速連隊長に面して一々叮寧に挨拶した、で連隊長も其後態々階下の各室を廻つて答礼し夕刻には古参将校が新来の一行を
招いて晩餐の饗応をしたさうな

散歩と入浴 此間中は梅雨空の鬱陶しさに皆々大弱りに弱つて居たが一昨日からは打つて変つてクワンクワン旱の上天気となつたので昨日は又数名が連立つ

て外側地方へ散歩に出た、今日は再び道後温泉へ入湯に行く筈だ

種痘を嫌がる 日本でも中年以上のものは兎に角だが現役は勿論予後備兵にも痘痕のあるものは殆んど皆無だのに文明国文明国と誇称する露兵中には意外にも
白●●●黒●●●蚊死な●党の割合多い、こんな塩梅だから松山市では一方に人民へ種痘を励行すると共に他方には彼等俘虜に対して接種せしめ

様と老若を問はず将卒の別なく過日来一般に之を励行したが「僕は先日西比利亜で接種したばかりだが念のため受けて置きませう」と素直に種え
たのもあるのに彼の最古参海軍中尉キシモーフはどうしても嫌つて種えやうとしない、嫌だ嫌だと逃げて居つたが遂々医員に説服されて接種した
げな、そして此頃皆なユスラの白熟見たやうに感じて居ると云ふ

銀行員と僧侶の慰問 （省略）

露國紙幣 新来のレセウヲツキー中尉は一昨日公会堂に到着早々鰐口から百ルーブルの露國紙幣一枚を出して交換方を委員に依頼し又たフオンワール大尉
も昨日五十ルーブルの交換を願ひ出た、露國紙幣の五十ルーブルは日本の百円札より少し幅が狭い位で紙質は極く薄口な鳥子紙位だが中々丈夫で
皺にはなるが破れない

俘虜一千名に上らん
とす

昨日現在の俘虜総数は九百五十八名でこれに露國軍医正以下衛生部員を加へると九百六十六名となる、それに二十六日戦地を発して後送されつゝ
あるものが更に三十八名あるとのことでこれまた両三日中に着松するだらうから之を加算すると松山収容の俘虜数は総計一千〇四名となる勘定
だ、ナント夥多しい数ではないか、是では旅順陥落の暁が思ひ遣られた次第である
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M37.06.30 巨弾に落馬せしベロ
グール中佐

目下城北のバラツクに収容されて居る俘虜将校中佐でベログールと云ふ者がある、仝人はペトルブルク、ヲフ井ツエルコヤ町二十九番大尉カシヤ
ンスキー方に同居するのださうなが仝人は彼の金州南山の戦ひに勇戦奮闘し馬上で部下を指揮して居たら耳を劈かんばかりの大音響と共に一大
巨弾が頭上を掠めたのでアツと云ふと同時に落馬して人事不省となつた、程経て心気恢復し見れば何時の間にやら左足の甲を打貫かれ出血淋漓な
ので苦痛を忍び自ら傰帯を施こして居たら其処へ日本兵が来て四邊を取巻いたので抗し得ず阿女阿女捕虜となつたのぢやさうな

澤田●子とベログー
ル中佐

松山一番町私立裁縫学校主澤田●子の次男●●氏は第五師団の歩兵少尉で目下出征中であるが少尉の伝言だと云ふて三四日前右のベログール中
佐からバラック詰の軍医を経て少尉は健在なりとの旨を齎して来た、で●子は俘虜将校から愛子の消息を聞くは奇なりとしたが兎も角も礼労々を
早速バラックへ赴き許可を得てベ中佐に面会した、而てアナタは何処で倅に面会されたかと問ふと自分は捕はれて金州を去る十九里の処へ送られ

二三日其処に滞在したが其節澤田少尉にお目に掛りお世話になつた、処が別るゝに望み少尉の言はるゝには君が俘虜として内地へ護送せられたら
伊予松山と云ふ処へ送られるであらう松山には斯々の処に自分の実母が居る故自分は忙しくて手紙さへ書く暇がないが健在で居るから心配せぬ
様伝へて呉れと頼まれましたと語るに●子は厚く其礼を述べた、然るに中佐は突然にもアナタには子が何人ありますかと尋ねたから●●ともに三
人ある旨答へた処中佐は打●●たる口調で以て実は私も三人の子がありますが明暮れ其子の事を思ふて忘れし隙がない国は東西変れども子を思

ふ親心は決して変りはあるまいと思ひます私が子を案じると同様アナタも少尉の事を案じられるでせう、之を思ふとすまじきものは戦争だお互い
に早く平和になつていとし我子に逢ひたいものですと語り暫し言葉も途絶えたさうな、斯くて中佐は長崎に四年間も住んで居たことや自分が南山
で負傷した模様などを語り●子は懇ろに慰めて別れを告げたさうな

家鴨と鶏 公会堂収容所の庭には四羽の家鴨と三羽番の鶏が放し飼にしてある、誰が買うたのかと聞いて見ると皆俘虜将校が買ふたので三羽の家鴨は海軍将

校其他は陸軍将校のだ、而して家鴨は一羽一円づゝ鶏は三羽二円五十銭で食料に供するため飼ふて居るので海軍将校はすでに先日其一羽を〆て喰
ふたげな

M37.07.02 得利寺役連隊長の談

話

得利寺役で俘虜となり目下松山公会堂収容所楼上で深い慮ひに沈むものゝ如くなる狙撃歩兵第四連隊長子ルチヤンスキー大佐は語つて曰く「自分

は去る十五日部隊を督励して陣地に就き充分の準備を整へ日本軍と一大決戦を試みん覚悟を以て猛進勇闘したけれど日本軍の激烈なる攻勢に堪
へ得ず我が部隊は漸次斃れて殆んど全滅に帰し死屍戦場に横はり部下を調ぶれば生存せるもの漸く十六名よりしかない、で自分は潔よく死を決し
軍旗の下に斃れんものと戦場を駆馳する中日本軍の砲弾来りて乗馬を撃たれ馬諸共大地にドウと落ちたので残念ながら遂に日本軍の捕虜となつ
たのだ」と

茶受の間食 日は長し暑くはなつたし誰しも午睡を催ふす時候となつたので俘虜先生方も嘸や退屈であらうからと此頃午睡の伽として昼食夕飯の間で一回間
食として茶受の菓子を与へることにした、此位優遇するのに俘虜の身分でまだ不平があるとは彼等「俘虜」の二字を何と考へて居るのか知ら

貴公子のダヾ 五月十一日鳳凰城を去る約七里なる雪裡店で斥候騎兵三百七十名を率ひ斥候中日本東北部隊衝突し図らずも大激戦となつた末弾丸胸部に命中馬

から落ちて俘虜となつた後貝加爾チヽンスキー哥薩克騎兵第三連隊第二中隊附の中尉ウイルヘルム、フオンワールと云ふは元露國警視総監現陸軍
大将侯爵の子で所謂金鞍の貴公子なることは仝月二十五日松山到着の当時記した通りである、中尉の傷は収容の当時既に殆んど癒着して居たのだ
が尚ほ充分の治療を加へやうと衛戍病院へ収容した処日ならず全く快癒したので公会堂収容所の方へ移転させやうとしたのに彼は容易に之に応
ぜず自分は万里の波涛を越えて見ず知らずの此地に送られ面白からぬ月日を過す中にも当衛戍病院は稍く馴染が出来たのだのに又屢住家を変へ

られては堪らぬから是非此処へ置いて呉れよと歎願するのでマアマアと夫れなりにして居たのだが先日城北練兵場へ俘虜病院を設置して衛戍病
院のも是へ引越すことゝなつた際是非此機会にフオンワール中尉を公会堂へ送らうと嫌がるのを強て勧めて転居させた、処が中尉は其後診断にか
こつけて度々病院へ赴き何分公会堂の方は空気の流●が宜しくないとか庭に池があるので脚気の気味だとかさうでもない口実を拵へて是非とも
以前の●●病室へ入れて呉と頼むので病院側では一人位なら希望を容れて遣つても能い様なものゝ病人でないものを入院させては規律の●れと

もなること故公会堂が衛生上悪い理由は少しもないからと断然之を跳付けた、然るに中尉はドウしてもダヽを捏ね止めず●●●●の様なから診て
呉とか如何とか云つてはチヨコチヨコサイサイ病院に来るのに医員も持余して居るさうな、因に同中尉は予て記せし如く独乙との関係浅からず又
身分尊き人なればとて我政府も特別の注意を与へ且つ入院中等は時々独乙公使●へ宛て其容体を報じ送つたさうな
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俘虜兵卒の横着 将校は将校だけの不平を云へば兵卒も兵卒なりの横着を極める、彼等は到底度し難きものであらうか、初めは如何なる苦痛も忍ばうから命ばかり
は助けて呉れて哀訴して俘虜となつた身が助けられて天下の楽土伊予松山に収容され毎日毎日遊んで居るとサアソロソロ苦情を言出して船中で
は梅干乃至沢庵の香物に握り飯を旨さうにムシヤムシヤ頬張つて居たことを忘れヤレ食物が不足するとか日本米を喰ふと腹の下るとか死んでも
麥飯は喰ひともないなどゝは呆れ蛙の面に水、彼等の酒蛙突に驚かざるを得ぬ次第だ、元来俘虜兵に対する食費（沐浴費等を含む）は一日三十銭

を限度として居るのだが今日弦一杯の三十銭のものを充てがうたら一朝物価騰貴の際已を得ず空腹な目を見する様になるからと最初は一人十四
銭九厘の賄であつたのを段々上て現今は二十五銭を給して居る、而してコヽ一ヶ月前は毎日昼飯に日本米を給し朝夕はパンを与へて居たのを如上
の注文があつたゝめ成るべく満足を与へやうと此頃では昼飯のみの日本米をすら隔日にした、夫にまだ飽くことを知らぬ彼等は日本食を全廃しパ
ンをも少し沢山呉れいと云ふて居るとは愈々以て身分を顧みぬ言前ではないか

貫通銃創多し 追々文明の度が進むと共に兵器弾薬等の窮理が積んで敵も味方も精鋭なものが用ゐられ日清戦争時代とは大に趣を異にして居る、依て弾丸命中負
傷者の如き以前は大きな弾で身体に命中しても骨を除けて他方に貫通若くは体内へ停滞して居たが今度の戦争で露兵の負傷者に就て調べた処弾
は僅かに六ミリ乃至六ミリ半の小丸だのに（露軍の銃丸は概ね七ミリ位）火薬の力が強いから足でも手でも命中したが最後、脈線でも骨でもズボ

ンを突抜いてシカモ骨にヒヾキを来さず貫通するものだから今日までに収容せし俘虜中貫通銃創の多くは松山着までにすでに殆んど創口が癒着
して居るのみならず格別痛みも感ぜない、だから大丈夫の様に思ふて居ると往々当の違ふことがある、夫は外でもない上部は癒て居る様でも内部
が如上の次第だから其処から腐爛しやうとするそして動脈切断の為には突然多量の出血を見ることがある現に或る露兵も突然の出血にスンデの
事命を亡はふとした例もある、斯う云ふ風だから常に細心の注意を●し軍医等は少しも油断が出来ぬ過日もかゝる患者二名に対し切開手術を行ふ

た、又現在バラック収容中の負傷俘虜兵には此種の貫通銃創が極めて多いと云ふことだ

M37.07.03 将校の第二回道後行
き

既記の通り公会堂収容中の俘虜将校は一昨々日第二回目の入浴に行つた、是より先バラツクに宿泊中の露國軍医正も予々行きたい希望であつたか
ら同伴しやうと掛合ふたら之を聞いた負傷将校も皆連れて行て貰ひたいと言出し医員に願つて其内の軽快者四名だけは其希望が容れられた、で双
方午飯をソコソコに終うて公会堂から十二名バラックから五名一番町停車場で落合ひ今村大尉監督のもとに通訳三名同行し零時五分発の汽車で

道後へ赴いた、道後へ着くと一行十七名は二組に分れ一組は先に入浴し一組は先づ公園を散歩して先組と入代り湯に入つた、先にも記した通り彼
等は混浴をせぬから却々入浴に時間を費やし湯から上つては霊の湯の二階でビールのガブ飲み、又神の湯前の野本旅舘でも飲めば無論公園でも林
檎を下物に傾ける、がホンマの酒好と云ふは沢山ないと見えてウ井スキーなどを所望したのは極く小数で多くは水代りにビールを引ッ掛ける位で
ある、けれども其水代りが却々チットやソットでないから公園だけで其一組が払ふたのが四円何がしであつたとさ、又ウ井スキーも飲まねばビー

ルも飽いたと云ふ比較的下戸党のシユチエゴリコーフ中尉なんかは湯之町名物道後煎餅を買ふて来て他の上戸連に見せびらかしつゝ袋の中から
掴み出して立ちながらムシヤムシヤ頬張ると云ふ無邪気さ加減、此上なき愉快は問はずとも彼等の面に現はれて居た、斯くて彼等は遊び飽かぬを
ソコソコに仕舞ひ午後四時過を云ふに夫々帰途に就いたのであつた

彼らの大満足 露國俘虜将校の道後行は前項の如く非常の愉快と非常の慰安を与へ彼等は何れも大満足を表して殆んど金●と云ふことには眼を注がず何邊でも
行きたがつて居る、で昨日もウリヤード中佐が惣代として第三回目の道後行を持込んだ、多分以後一週一度位は行くことゝなるべく第三回目は来
る火曜日になるだらう

連隊長の憂色 他の将校連がヤレ今日は入湯、明日は散歩と喜ぶ中に彼の俘虜連隊長子ルチンスキー大佐は流石に官位、年齢を省みてゞもあらう爾来頗る憂愁の
色あり未だ戦場で着古したちぎれ服の儘一室に閉ぢ籠り時々青き太息を洩らして居るげな、又同人が耳聾せるは或は殊更に不具をよそほふものな
らんと想像するもあれど勉めて聞かんとする処などを見れば萬々さる狂言ではなかるべく此節は着松早々ほどのカナ聾ではない様な、と我が監督
将校は言ふて居た

号外に注目す 彼等の多くは然く呑気にして僕●●ず焉と洒娃然たる様なれど身分が身分だけに常に内心戦況を気にして居る、だから話しの序には毎時通訳に旅
順はどうしたとか遼陽方面の消息を聞かせとか尋ねる、通訳も忙しいから一々話して聞かさぬに此頃は一日数回配達する新聞の号外に注意して誰
から聞くのか直に戦報を知り常陸と佐渡がやられたとか又我が艦が元山を襲ふたとか互に話し合ふて居るさうな

旅順は落ちぬ 右の如く新聞号外に注目し戦況を聞かうとして居る彼等は未だ旅順の陥落せぬのをサモ高慢顔に、如何に日本軍がジタバタしても旅順は到底陥落
せぬ、否何日かは陥落するものとしても然う日本人の思ふ様に容易く落ちる筈がない、マア骨折損の草臥儲けだらうと達観して居るのは如何にも
面憎い振舞ではないか、今に其高慢な鼻ッ柱を●いだ時の顔が見て遣りたい
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将校、将校を訪ふ (省略)
M37.07.05 捕虜到着 予て来松の筈であつた露國捕虜四十八名は博愛丸に便乗して昨日午後三時頃高濱港着直ちに来松した

俘虜傷病者数 目下城北練兵場の俘虜傷病者収容所に於ける負傷者の数は将校十四人、下士四十二人、卒二百六十九人計三百二十五人にして内重傷者五十九人、

軽傷者二百六十六人である

負傷兵死亡 城北練兵場内松山衛戍病院俘虜収容所病室に入院中なりし露國俘虜兵卒ヤキムカヂヤクニユークと云ふ男は急に危篤に瀕し二日の夜九時頃終に
死亡した、で死体は制規の手続を経て構内死屍室に入れ一昨日入棺法要等をなし昨日午前九時出棺葬儀を営んださうな

日本農業を嘆賞す 松山地方附近村では昨今田植の真最中だが彼将校収容所公会堂裏は一面の田野なればすでに麥作時代より農夫の手●を目撃し殊に先日道後温泉
入浴の砌親しく公園附近の挿秧を目撃して彼等は何れも日本農業の進歩を賞し例のクラウゼ中尉は鈴木通訳に向ひ「僕は欧州各国を遍歴し諸地方
農業の状態を観たが未だ嘗て日本ほど巧妙なのを見たことがない、其田養水を給する所作の如きも田面より下方を流るゝ河水を引く塩梅若くは順

次甲より乙へ給水する仕掛殊に溝を隔てし隣田へ引水するのに筧を以てする処なんかは実に巧妙と云はざるを得ぬ」と舌を巻いて感服し又「支那
朝鮮は無論のこと其他何処へ行つても百姓家と云へば皆ホロ汚ない構へで貧乏たれて居るのが例だのに此邊一帯の農家は何れも此田植時の多忙
に際してさへ内外掃除が行届き清潔にして有福らしき家の多いのは又感心の至りである」と多少お追従交りであらうけれども兎も角もいたく激賞
したとのことだ

妙清寺収容所 新設俘虜収容所なる出淵町二丁目妙清寺収容所には既記の通り公会堂に居た下士卒が引越したので目下百数十名が収容されて居る、最近覗いた時
は、彼の縫工等もこゝに移つて頻りに夏服仕立を遣つて居るが何分収容の人数は殖える方が多いので四台のミシンでセッセと拵へても間に合はぬ
ので困つて居るらしい、ミシンと云へば彼の愛嬌者のミシン曹長は縫立の夏服に北清事変の戦功で賜はつた勲章二個を右胸間に燦つかせ得々とし
て例の敏腕を振ふて居る、そして部下監督の隙々には相変らず熱心に日本語を研究して単語位は出来出したから通訳官も大に便利を得て居るらし

い、又中には竿竹を切つて横笛とも尺八ともつかぬものを製へて横に吹いたり縦に吹いたり勝手気儘な譜で以て楽しげに之を吹奏して居る

雲祥寺収容所 同じ新設の萱町四丁目雲祥寺収容所にも百名足らず現在して居るが茲にはポーランド人種が多い様である、露兵に女とトランプと云へば猫に鰹節
よりも尚ほ合口だけに過日も観音縁日の日に寺内観音堂へ参詣に来た附近の婦女が多かつたので奴さん等は大喜びで押し合ひへし合ひ争ふて女

どもの顔を覗き込み無上に嬉しかつて垂涎三千呎の体でゐた、又彼等は烏の鳴かぬ日はあれどトランプをせぬ日はない位骨牌が好きで或日の如き
は夕景の六時頃から始めて夜半十二時過ぎるもまだ止めぬ位であつたとさ

M37.07.07 将校の第三回道後行 は既記の通り一昨日正午過ぎより公会堂のと病院のと合して総勢十九名の多数で出掛けた、そして此十九名は十名と九名と二手に別れ九名組は汽

車で十名組は腕車で湯之町に入り十名組が湯に入る間、九名組は公園も最早や珍らしくもないからチト遠距離散歩をしやうと九連城や南山で退却
した手の内否な足試しに八幡山の右手から浄光寺山越しをして石手寺の彼方へ出た、夫から石手寺の境内ソコヽコ歩行いて道々蜘蛛の子を取つた
り虻を追へたりステツキで蜂の巣をつゝいたり全然七つ八つの小供同様なあどけない遊び事をしながら温泉場へ引揚げた、ソコデ先組の十名は待
合はす間に公園で写真を撮つたり例のビールや生鶏卵に舌鼓を打つたりして連中を待合はせ三時五十四分の汽車に乗らうと思ふたが乗遅れて詮

方なく停車場前で湯練煎餅を買ふたりなんかして四時四十四分発で帰途に就たとさ、例に依て彼等は非常の満足を表して居た

水車と精麥 処異れば名が異る浪花の芦も伊勢の濱薪どころでなく大陸から東洋の一小島へ来たものだから彼等は見るもの聞くものが皆珍らしく一昨日の散
歩にも石手方面へ出かけた九名組は石手寺の少し上手にある水車場へ這入つて行き水勢でゴツトンゴツトン廻転する水車を不思議さうに凝視し
今や水車の力で精白して居た麥を各々両の手の平に載せ玄麥と精麥と見較べては水車の仕掛を眺め又麥粒をかぢつて見たりした上、斯くの如く大

なる車を廻転する程の勢力ある水が流れるのだから定めて此上流に大なる瀑があるのであらう夫を見に行かうなど言出したものもあつたが素よ
り瀑があらう筈なく石手川の支流に過ぎないので通訳から其旨を語つて得心させたげな

ブツクとニユースを

焼却す

彼等俘虜将校等の振舞に往々怪しむべきことある由は是迄聞かぬでもなかつたが茲に掲ぐる事柄なども其一だらう、ツイ三四日前のことであるが

公会堂収容中の一将校は我が監督将校等の目を忍ぶものゝ如くにて自分の居間から抱へ出したグロース表紙のブック一冊と沢山の外字新聞様の
ものとを庭先へ運びマッチで以て之に火を放ち悉く焼却して終ひ灰は粉にして芥溜場へ棄て終ふたげな、仮令不用なものにせよ焼かいまでも能さ
そうなものを、其前後の有様が甚だ訝かしかつたさうな

M37.07.09 第十四回俘虜来松 露國俘虜将校二名兵卒三名は戦地より後送され昨朝七時宇品を出発して仝日高濱着直に伊予鉄道列車により松山へ●●された
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バラック増築 城北練兵場内俘虜病院は逐次俘虜兵増加して千余坪の建物早くも●員の姿となり今にも旅順陥落せば多数の俘虜が後送さるべきに付き今度更に
百余坪の病室を増築することゝなり昨日旅団司令部内で工事請負入札を行ふた

道後公園内に収容所

新設

前項の如く旅順陥落の暁は幾千の俘虜来るやも知るべからず然も其快報に接することは余り遠くもあるまいから松山の俘虜収容当局者は其収容

所に就て種々詮議中の処今度道後公園内風詠舘及び衆栄舘へ容れたら好からうと交渉し衆栄舘の方は未だ相談が纏らないが風詠舘の方はすでに
貸借の約定調ふたとのことである

俘虜兵の増長 日本が寛仁大度、萬国環視の裡に俘虜となつた敵国兵を優遇しつゝあることは日常の本紙に記す通りであるが負へば抱かれやうの露國根性を以て
彼れ等の横着心が近頃漸次増長するのは実に心外千番な話しで将校は兎も角も兵卒等が横着にして日本●兵若くは収容所雇員等を見下げ居るこ

とは其一挙一動に依て充分窺ふことが出来る、現に去る六日午后一時過俘虜将校の一人が我衛兵を殴打したるが如き如何に言語不通の行違ひとは
云へ彼等が我を見くびり居れる一証にして次の記事の如きも亦彼等が横着心増長の一例ではあるまいか、彼等が身分を弁へず斯く横着に流れるの
は我が監督の位置にあるものが無闇に万国公法とか文明国の襟度とか云ひて俘虜を優遇する傍ら雇員等をボロ糞に扱ふに基因するもので其罪は
却て彼れ俘虜にあらずして監督将校の処措宜しきを欠いで居るからだらうと云ふものがある

雲祥寺の俘虜兵逃亡
を図る

一昨夜九時過の頃であつたらう松山萱町四丁目雲祥寺俘虜収容所北手の宮古町に面して居る所がガサガサ異様の物音するを附近に遊び居たる十
四五歳の学生一名が聞付け怪みながら能く見ると其竹垣を破つて居る様子なのでロスキー味なことを遣り居る哩と直に東側の山門に廻り其旨歩
哨に伝へた処ソレッと云ひさま衛兵の一人が剣を携へ提灯片手に其方へ赴き該提灯には覆をおほふて曲者の模様如何にと見て居た処二名の俘虜

兵グワサリグワサリと竹垣を破り今や外方へ逃出さんとするものからオノレ曲者と難なく其一人を捉へたが他の一人は屹驚して内へ逃込んだ、処
で衛兵は収容の俘虜一統を整列させ取調べた処中に一人足の裏に土の着て居たのがあつたので全く同人と知れたげな、而して何故彼等が逃亡を企
て様としたのかは未だ聞き得ぬが大方彼等の助平根性で一夜の春が買ひたさに此挙に出たのであらうとの噂

俘虜患者数 バラック収容中の俘虜患者一昨日の調べでは将校十三人、下士四十八人、卒二百八十人、合計三百四十一人で内重傷者七十一人、軽傷者二百七十
人である

知事、将校を慰む (省略)
M37.07.10 第十五回俘虜後送 大弧山上陸軍が分水嶺附近で捕獲した露兵百〇二名は近日松山へ後送さるゝ旨其筋へ電報が入つたと云ふことぢや、そして此内少くも十余名の病

傷俘虜が居る見込み

新来の俘虜 前号既記一昨着松の俘虜は鳳凰城を距る三里の個所で捕獲たれたるもので東部西比利亜狙撃歩兵第二十四連隊附の将卒だ、其内歩兵少尉ニコラ

イ、フリシュマン（二十三）と士官候補生伍長ゲオルギー、パーノフ（二十一）の二人は午後三時頃粟津委員長に伴はれ公会堂収容所へ収容され
階上に城郭を構へ他の卒は大林寺へ収容たれたのだ

慰問と寄贈 (省略)
石手川堤散歩と昆虫
採取

公会堂収容の俘虜将校中三名は去る木曜日外出許可日であつたから昼食後散歩に出かけたが何分の暑さの時候だから特に繁華な市中を避けて石
手川堤防を右往左往と逍遥した、中に彼の砲兵中尉シユチエゴリコーフも交つて居たが同人は博物学者で昆虫に就て研究を積んで居るのださうで
日本の昆虫標本を作るべく松山来着以来公会堂庭内で各種の昆虫を採取して居たが当日の散歩には野外のことだから沢山の変つた昆虫を捕獲し
得て大に喜び帰つて標本に作つたげな、又他の同行将校も清風肌に快味を覚ゆる仝堤防の事だから日本の森林宜しい宜しいと飛上る程喜んださう

だ

竹垣破りの原因は女
の手招き

松山萱町雲祥寺収容の俘虜二名が一昨々夜九時過頃同所北手の竹垣を破つて逃出さうとした処をマンマと衛兵に取押へられたる事は前号既記の
通りだが其後能く々々聞いて見ると何も逃亡を企てたと云ふではなく内所で一寸出て直き又帰る積りであつたらしい、其原因は元来同所邊は松山

市にて最も風俗の宜しからざる場所で附近に居る年頃の曖昧女が露兵を釣出しトンダ慰問を受けやうとの謀叛心から先づシヤクで鯛釣つる一般
方畧を立て垣の外より煙草を上げるからおいでおいでと手招きしたので奴さん扨こそ竹垣の下をメリメリ云はし件の煙草を貰ひに出やうとした
処を取ッ捉まへられたやうの次第ださうで監督軍人が取調べたら一も包まず事実の申立をしたとのこと

俘虜中の波蘭人 今日迄に松山に収容されたる露國俘虜兵中には約一割のポーランド人が居る、松山収容所では便宜上ポーランド人種は一纏めにして 等兵以下八

十三名だ尚ほ他にバラックに居る傷病者中下士以下が若干、公会堂にも将校の同人種が居る
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俘虜中の猶太人 波蘭人に次ぐ異人種は猶太人だがこれは波蘭人ほど沢山ない故別に一収容所を構へる訳に行かず露西亜本国兵と一緒に収容されて居る、処が目下
大林寺に居る数名の猶太人は彼れ露西亜兵が多数を恃んでイヂめるので人知れず涙をこぼして居るさうな、此塩梅では猶太人を普通露國兵と別に
して遣らねばなるまいと

俘虜兵露國の敗戦を
祈る

と云ふと何んだか嘘の様だけれど謂れを聞けば尤もな話しで前項の如き波蘭人や猶太人等は彼れ横暴なる露國の為めに殆んど奴隷●され多年怨
恨を抱持して居るのだから今回の戦争の如きも何●好んで露國の為に尽す筈なく嫌々日本に弓引く訳である、だから他の俘虜露兵等がヤア最後の
勝利は我にありとか旅順は二年かゝつても落ちぬとか楽天主義で露國の戦勝を祈り且つ期して居るに拘はらず波蘭人●猶太人等は何れも露國の
敗北を欲し日本勝利の戦報を耳にする●に●●ずして喜ぶさまは其●●●に現はるゝとのことである

M37.07.12 来るべき俘虜 大弧上陸軍が分水嶺附近で獲た露國俘虜兵百〇二名が近日来松する由は前号紙上に記したが其後俘虜増加して総計百十一名は去る九日戦地某海
岸を出発したる旨松山俘虜収容所へ電報が達したから今明日中には着松するだらう

松山収容は 千名 当松山へは最初千五百名までの俘虜を収容する筈であつたが今日の処では市内及び山越地方の各寺院並に●原製糸会社跡 萱町木村家までをも

借上げ収容し得らるゝだけは之れを収容する筈にて先づ三千名までは収容するとのことですでに陸軍大臣の許可を得た、又其傷病者は悉く練兵場
内バラックへ容れるので差向き現在のものと同様の病室を建増すげな、因に道後公園風詠舘は傷病者中の軽快者を容れて一日二回位温泉に入浴せ
しむる筈で既記の如く借上げの相談出来居たれど大臣の許可がないので沙汰止となつたげな

将校の三津行 俘虜将校の道後行はすでに数回実行せられたか此頃の●暑に海水浴も面白からうと海邊に連れて行く様言聞かせたら皆々大喜びで是非連れて行
て貰ひたいと申出た、それで第一着には本日あたり粟津委員長が引率して三津濱へ連行き海岸散歩や海水浴をさすさうな、追つては郡中へも連れ
て行くとのこと

M37.07.14

(第 8034号附
録)

第十五回俘虜来● 十八名 ロセツ丸に し宇品へ 敷島丸 の るが高濱に 将校はコサック兵二

等大尉ペテニヤシレウ●ードヒヤノフといふ平病者で坐骨 痛、又 団長ヤーコフコセバコーフ 平病で左 腿痛兼●足●●腫、下士
ペテトロスフエキチスーも半病で急性腸●●●、伍長イワンカプスチンは負傷で左臀部貫通銃創、卒十四名は内一名半病で他は負傷者である、ソ
レから跡の百十六名組は 為め五十二銀行倶楽部で休息さして居るうち は非常の●雨のため午后三時三十分漸く雨を衝いて入港した
ので受取りの将校下士以下は直ちに本船セイロン丸に●りて受取りの準備を為し 下士卒は三艘の上荷船に分乗し将校九名は

に乗せて上陸させ桟橋 北 海岸 上げて整列せしめ人員点検 伊予鉄 列車に乗せ五時半松山に着し より
バラックに 正宗寺

●●の場所 (判読不能)
護送兵と俘虜 (判読不能)
●●●● (判読不能)
●●●● (判読不能)
我待遇の厚きに泣く (判読不能)
蒙古兵の容貌 俘虜の中に二三の蒙古兵がある其容貌は髪黒く眼黒く其他体格●●●●日本人に酷似●●一見(判読不能)
●●●●の寄贈 (判読不能)

M37.07.15 新来の俘虜 十二日到着した百十六名組の露國俘虜は何れも大弧山上陸軍が岫巌と柝木城との間（重に分水嶺附近）で捕獲したもので其内訳は将校九名と下士

卒百七名である、無論歩騎砲等各兵種が交つて居る、而して此内九名の将校は公会堂へ容れ下士卒中二名の非戦闘員（衛生部員）が居つたので是
はバラックへ収容し又将校の従卒を除いて残りの九十八名を末広町一丁目の新収容所正宗寺に容れたのであつた、九名の将校とは尉官ばかりで左
に列挙する通りである
大尉 ヒヨートル、ドミトリヱフイチ、コワレフスキー（四十）、同 ワレンチン、エツトウイチ、レインガルー（四十二）、同 フヨードル、

セルゲエウイチ、ワシーリエス（四十）、二等大尉 ウラジミル、ニコライウイチ、ゲニンタ（三十二）、中尉 セルゲイ、ミハイロウイチ、コ
ワルツオーフ（二十四）、同 ミハイル、セミヨーノウイチ、レスヨフ（卅八）、少尉 ピヨートル、ニコライウイチ、ジダノフ（廿八）、同 ウ
ラジミル、アレクサンドロウイチ、ウルジユソツエフ（二十八）、同 ニコライ、ミハイルウイチ、ウエイスベルグ（四十）
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将校退院 バラックに入院中であつた左の四将校は一昨日午後全治退院し公会堂へ収容された
大尉 フセブオロード、ガウチヱンコフ
中尉 ワシリー、パポフ
仝 パーウエル、チエレパーヒン

少尉 ヒヨードル、ブイコーフ

バラック収容患者 目下城北練兵場内バラックは●●の俘虜患者と之れが受持救護班は左の通りである
▲第八十救護班受持（第一、二号室）

将校十人、下士十二人、卒五十四人
内重症四十四人、軽症三十二人

▲第八十二救護班受持（第三病室）
下士十二人、卒九十人

内重症五人、軽症九十七人
▲第七十六救護班受持（第四、五病室）
下士二十四人、卒百四十九人
内重症二十六人、軽症百四十九人

合計三百五十三人内重症七十五人、軽症二百七十八人

俘虜将卒の処分 去る六日城北バラックにて不●●にも我が護衛兵●内一等卒を殴打した俘虜少尉は取調べの結果謹慎七日に、又去る十一日の夜逃亡を企て温泉郡
畑寺まで落延びたけれど詮方なさに其翌日ポカンと舞戻つた法龍寺収容の兵卒は罪状重き故重営倉十日に何れも日本●軍刑法に依て昨日夫々処
罰されたさうな

俘虜の讃岐送り 俘虜兵を香川県へも収容する由は●に記した通りだが愈よ近日より実行する筈で●●勧善社に居る分と大林寺に居る分と都合三百余名は讃岐國
盬屋へ送られるさうな、それで通訳官田代、鈴木（相之助）の両氏は十七日出発仝地に向ふ筈

第十六回俘虜来松 又々四十五名の俘虜は●●丸にて、五十一名は●●丸にて●●より後送され昨日宇品へ着した筈なれば本日●松山へ●●するだらう

●●●●●● 目下勧善社に居る百二十一名の俘虜に就て其人種別と●●別を調べて見たら斯●である
露西亜人（●教）百十名、猶太人（猶太教）六名、韃靼人（回々教）四名、独乙人（リコト井リヤン教）一名

姫路へも収容 俘虜は松山、丸亀以外尚ほ姫路へも収容する筈で健康者は七月三十一日までに到着のものは之を松山へ収容し八月一日以後のは総て姫路へ送るげ
な、然うすると以後俘虜は少しも松山へ来ないかと云ふに傷病者は悉皆当地へ来ることになつて居り幾百千でも皆一応松山へ収容し全治後順次他
へ移すのださうで云はゞ仲次の様な姿である、だから絶えず出入のある訳だ

M37.07.16 正宗寺の●俘虜 は第五シベリヤ歩兵連隊やイルクツク連隊の兵で曹長スピリドン、フハレミヤ、プールトフ（二十六）を始め軍曹三名、伍長六名ト兵卒八十八名
で此内には第一エニセイスク連隊ノ義勇兵が二名加はつて居る、又た彼等は到着の夜スツカリ入浴を終へたのであるが着衣は例の申虱子だられな
れどまだ新調服を与へる手続きに至らんので昨日の上天気には皆々セツセと服の洗濯をした

コサック騎兵の軍曹 が正宗寺に一人居る、服は黒羅紗地のフロツクコートの様な仕立方でヅボンは一寸巾位に黄筋が入つて居り上衣には肩と袖口とに金モールの章が

入つて居る、年は二十三四で髯がムシヤムシヤ生えて居るから一寸見ると●●さうにはあるが能く見ると余程優しらしい可愛らしい●がある

伊太利亜新聞記者の
写生

先日来松して一昨日東京に向ふた伊太利亜新聞記者バルサニー氏は来松中各収容所を歴訪し親しく俘虜の実況を取調べたが氏は絵画を能くする
処からバラックの写生をして其数葉を本国へ送つたと云ふことぢや

小鳥を逃す 既記の通り公会堂の俘虜将校はカナリヤ、十四松などの小鳥を愛育して居るが餌を遣るに鈍なことをして居るので毎日の様にトメコから取逃す、
現に一昨日もクラウゼ中尉が白の小鳥を二羽まで取逃したのでアッと云つたが及ばない小鳥は庭内の松の木や桜や桃とアチラへ飛んだりコチラ
へ飛んだり、クラウゼ先生両手を上げて追つて居たが何うしても捉まらんので根負けして退却したところ小鳥の方では此れだけ●●たらモウ足つ

たと思ふたか己が棲家のトメコの外へ飛戻つたのや難なく捕へて中に入れたとは先づお目出たい
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混浴と温泉観 俘虜将校はすでに数回道後温泉に入つたが当初まだ入浴せぬ先には話しに聞いて道後温泉は熱い熱いと感じ若し数回入浴して居たなら定めて身
体に害を及ぼすだらうと気遣うて居たが一回入浴して見ると身体に害を及ぼすどころか浴後●心の爽かさは実に予想外であつて何とも云へぬ快
味を覚えるので扨こそ忽ち大喜びで又行かう行かうと我も我もと出かける様になつたのだ 又当初は必ず一人一人で入浴して居た彼等も此の頃
では日本流に倣ふて三人四人混浴する様になつたとさ

料理の仕方 朝は汁、昼は焼物、夕は煮付と云ふ風は日本人だと同じ物でも三度が三度料理の仕方が異つたのを好くけれど彼等は好いたものなら何遍でも同じ
料理に飽かぬ、雲祥寺の俘虜が此頃炊事をして居るのを見ると魚肉よりは矢張り牛肉が好いさうで筋の多い堅い奴でもお構いなくゴシゴシ切つて
水タツプリ●酢と塩を入れ醤油は決して使はないで其中葱や馬鈴薯を投込みグツグツグツグツ三時間ばかり焚詰めると却々美味いシチウが出来

る、そして此三時間は決して違へない十分でも掛りが遅いと出来上りが矢張十分遅い チト煮えが足らぬがモウ是で済まさうなどゝは断じて云は
ぬコヽ等は実に感心なものだ

M37.07.17 第十六回俘虜着松 我が第一軍が●馬●分水嶺方面で得た露國俘虜兵五十一名（内下士六名、兵卒四十五名）は鳳凰城守備の近衛歩兵数名に護衛され既記の通り汽船
●●丸にて去る九日安東県出発、昨朝高濱港に安着し直に揚陸伊予鉄道列車に乗せ午前九時二十分松山駅に着し悉く末広町正宗寺へ収容した、無

論これは健康者ばかりである

第十七回俘虜着松 又傷病俘虜将校二名、下士以下四十三名、外に露國衛生部員二名（非戦闘員）は病院船弘済丸に搭乗し昨朝宇品を出港して仝日午前十二時頃高浜
に着し午後二時古町駅着の列車で入松し何れも城北バラックへ収容した、中に一名の赤痢患者があつたかこれは衛戍病院へ容れたさうな

讃岐國盬屋へ転送す
る俘虜

は既記の通り勧善社と大林寺とに居るもの三百五十名で昨日の処まだ出発期が定まつては居なかつたが多分今明日あたり行くことになるだらう、
而して監督将校としては差当り中村少尉が出張する筈で追ては今村大尉が行くとのこと、盬屋では仝地の大寺院本願寺と云ふに収容するのぢやげ
な

ステレグシチー奮戦
実況

彼の舷々相摩す激戦を旅順港外に演じた敵の駆逐艦ステレグシチー号外一艦が我が漣、曙外二艦に包囲せられ弾丸尽き艦体沈没に至るまで能く戦
ひたる実況を聞かんことを先日来松の仏領事フオサリユー氏が求めたので松山収容所では公会堂に居るセレツキー海軍中佐に命じ仝艦乗組の三
水兵に当時の実況を語らしめ顛末書を造つて仝領事に送つたと云ふことぢや

人種別と宗教別 バラック収容俘虜兵の人種別と宗教別は左表の通りである、第一号室は将校のみで波蘭人が一名２、露西亜人が八名だ（右列下士左列兵卒）
人種別 宗教別 第五号室 第四号室 第三号室 第二号室 合計
露國人 正教 一〇 一三 一一 一一 四五

五八 五四 六〇 三八 二一〇

波蘭人 羅馬教 一 〇 〇 一 二
七 一〇 一一 八 三六

韃靼人 マホメット教 一 〇 〇 〇 一
二 五 三 〇 一〇

猶太人 回々教 〇 〇 〇 〇 〇
二 一〇 二 四 一八

独逸人 リユーテル教 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 一 一

アルミニヤ人 グリゴリアン教 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 一 一 二

２ ザイオンチコースキー大尉のこと。
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俘虜将校と日本服 予ても記した通り松山公会堂に居る俘虜将校は派手な日本服（浴衣）を拵へて居るがバラックの分も一昨日同様伊達模様の浴衣を●して喜んで居
る、中に一人の将校は土方か女●●でもが着さうな筒袖の浴衣を着て居るので或る係り官が如何してソンナ仕立にするのだ日本でも身分あるもの
は皆袖のある着物着るので君の様な筒袖着物は下賎な人が着るのと冷かしたら、ナニ彼んな（他の将校が平袖浴衣を着たるを指し）着物は日本の
芸妓着物だからアレこそ賎い仕立方だ、其証拠は女でも看護婦や何かは皆筒袖の服を着て居るではないかと●として得々たりと一寸愛嬌がある、

又公会堂に居る将校中には浴衣ではなくて●●か何かの縞の着物を着たのもある

俘虜中の猶太人 露兵中の波蘭人や猶太人が露國の敗戦を望むと云ふことは先日の紙上に記たるが夫は波蘭人よりも猶太人の方が一層甚だしくバラックに居る仝
国人の如きも皆露軍に在るを●しとせず自ら進んで日本軍に投降俘虜となつた様なのが多く此頃は我も我もと露軍の憎むべきこと日本の文明に

して俘虜を扱ふに寛仁なること等を認めたる意見書様のものを提出して居るげな

M37.07.19 転送すべき俘虜 讃岐国盬屋御坊へ転送すべき俘虜はすでに二回に分ちて身体検査を行ひ当地の用意整ひ居れば何時にても転送することを得れども彼地の準備未
だ出来ざる由にて多分来る二十二日頃送致する都合となるだらう、田代、鈴木両通訳は一昨日同地に赴き先般の中村少尉と共に収容準備中とのこ
と

俘虜志願の一例 猶太人等が露國に在るを●しとせず続々我軍に投降し俘虜となつて日本の仁に●く由は屡々記す通りだが其一例を掲げやうなら第一軍の一部隊
が張家石森林の戦闘前一名の若い敵兵、味方の逃る中に一人踏止つたので健気の奴と我兵士が進み討んとすると彼は手真似で押止め悠々と無手で
進み来つて捕虜となつた、余りに挙動が変だから篤と取調べたところがこの者は猶太人で「早くから日本軍に降参したいと希望して居つたが戦友

が目を離さぬので心にもない戦闘をしたが今日は守備能く味方の注目を免れて捕虜と成り予ねての志望を達して悦ばしい」などゝ云つたさうだ

入檻少尉の放● ステツキを上げて高知連隊の●内一等卒を打ちために入檻せられた俘虜将校は三十八でまだ少尉と云ふのだから大抵お里が知れてる、彼は元来放
●乱暴な漢で収檻後も彼所此所へノタクリ返つて頻りに露國の俗歌らしいものを聲高々と唸つてる

俘虜兵死亡 九連城附近の戦ひに我軍が捕獲したる卒エフシグ子ーウシヤコーフは腰部に左より右へ貫通したる銃傷を受け爾来城北練兵場内バラックに収容
され充分なる手当を受けて居つたのであるが何分重傷の事とて一旦経過良好の様子では有つたが去る十五日午後四時頃急に出血甚しく危篤とな
つて医員の治療も効を奏せず十六日午后二時五十分よりトウトウ不帰の客となつた就ては一昨日午後其の葬儀を●●して山越の陸軍墓地へ埋葬
した各収容所からも総代二三名宛の俘虜が会葬したとのこと

M37.07.20 希蝋皇后陛下の寄賜 目下松山城北練兵場のバラック俘虜病院に収容中の露國水雷駆逐艦ステレグシチー乗組水雷工兵曹ヒヨドルへ此程希蝋皇后陛下より靴下三足と
巻●●四箱と肖像画六枚と雑誌六冊と十字架二個と襦袢四枚を寄賜されたが仝人は仝陛下の御里方の同国人だそうな

ウコウ井スキー 新来の将校歩兵第二十四連隊１等大尉ウコウ井スキーは左中背貫通銃創兼左大腿軟部貫通銃創と云ふ念入りの手創を負ふて居るが仝人は六月二
十五日遼陽から六七十里分水嶺から十五里を隔てた名称不明の地で我が軍の俘虜になつたものだが仝日我軍との距離約二千歩の処に●立してる
処をズドンとやられたものでその第一の傰帯は露國軍医に受け六時を経てち我軍の仮傰帯所で処置を受けそれから漸次後送され安東県兵站病院
を経て十六日に松山のバラックに収容せられたのである

オグロフフリヨフ 仝上狙撃歩兵第十一連隊十二中隊歩兵中尉オブロブクヨフはウヤートスカヤ県サラブリースク郡イセコスカ駅の人で左下腿及左上膊軟部貫通銃
創を負ふて居るが仝人は六月廿五日鳳凰城の北約十里ベンニンザ（原語のまゝ）地方で我軍に出会ひ対戦敗走中約六十歩の距離で右下腿に負傷し
尚ほも敗走中約百歩のところで再び負傷し捕へられたのそうな、で右腿下三分の一後●に射入口あり斜めに前下方に向ひ脛骨前面に射出して居
る、両口共に疼痛がないさうな

下士二名 狙撃歩兵第十連隊第一中隊伍長セメフショキシモウッキオロニチヨーは左肘関節貫通銃創を負ひ、仝連隊第五中隊伍長アンドレーアレキサントロ
ウイツチデーレンコウは左前膊軟部貫通銃創左上膊軟部貫通銃創を負ふて居る、二人共バラック第一号室である

公会堂収容所 の収容将校は追々仲間が殖えて三十七名となつた上昨日又々バラックから退院したのが四名あつたから総計四十一名の多数となりこれに夫々従
卒が附いて居るから流石に広い公会堂も殆んど満員の姿である、彼の連隊長の聾大佐は此頃耳疾と左手の関節神経痛で日々午前中腕車でバラック
へ往復し電気治療を受けて居る
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正宗寺収容所 は摩天嶺附近で斥候中俘虜となつた五十余名が加はつて昨日現在百五十二名（内曹長二名）である、また服は渡らないけれど湯にも入り髯も剃つ
て大分見よくなり本堂で賛美歌を唸つて居る一団もあれば楼上の●●●で●風琴を●んで居るものもある、彼等の所持金は最初の百名●に就て調
べた時僅かに四十円位しかなかつたので彼の仏国公使の送金中より下士へは二円廿四銭兵卒へは一円づゝを貸けした、されども是位では●も小使
に足りないから書を公会堂に飛ばして主人の将校に幾らかづゝをセブつて居る様子である

法龍寺収容所 には百〇六名現在して居るが至つて無事な方で昨日は祈祷の定日であつたけど都合に依つて沙汰止となつた

雲祥寺収容所 は例の波蘭人ばかりで新来俘虜中の八名と昨日退院の下士一名を加へて九十二名である、前来の分は皆服が行渡つて居るが後入のはまだ及ばな
い、一体露國人に比べると性質柔和な様なけれど其代り懶惰な様にも見える

大林寺収容所 の分はいよいよ二十一日夕刻松山発讃岐國へ転送さるゝので過日来人員の入換などに忙しくキチンと二百名にしてあるが何れも転送を喜んで期
待して居る模様である、皆日本内地の官費旅行位に心得て居るものと見ゑる

勧善社収容所 も矢張り讃岐へ送らるゝので下準備が調ふて居る出発は二十二日ださうな、そして同収容所は尚ほ此上沢山の俘虜を収容するのださうで過日来二
百円を投じて多数容るゝに足るべき門内南方の建物大修繕中である

妙清寺収容所 は例のミシン曹長が威張り散らかして居る外格別変つたことはない、皆ゴロゴロ午睡して位だ

温泉浴と海水浴 公会堂の俘虜将校十一名は去る土曜日にも道後温泉へ入浴に行つたが彼の聾連隊長も同日始めて入浴した、今日は又海水浴に出かけるさうな、又
バラックに居る将校五名も一昨日温泉に入浴し其帰途市内を散策して大街道邊でいろいろ買物をして居つた

M37.07.22 第一回俘虜転送 松山収容中の俘虜下士卒は予定の如く愈よ昨今両日香川県へ転送することとなり大林寺収容の内百七十五名は昨日午後五時仝収容所出発徒歩し

て三津濱に出で仝八時汽船相生に乗り出発した、今朝多度津着上陸の筈である香川県では仲多度郡六郷村の盬屋御坊へ収容されるのだが数が殖え
たら順次丸亀市中各寺院に及ぼすとのことだ

第二回俘虜転送 本日は矢張り前日通りの予定で勧善社の百五十名と大林寺の二十五名とを合して転送するさうな

第十八回俘虜着松 十八名の俘虜は昨日又々浦賀丸にて午前六時に宇品を発し仝十一時頃高濱港に来着し直に揚陸汽車にて古町駅に下り夫より松山収容所へ容れら
れた

鉄丸を●り出す 九連城の戦ひに負傷して我軍に収容されて目下バラツクに療養中のガンチヤレヽヨーフといふ兵卒は左季肋●砲創を帯びて已に七十日も経過し

た今日まだ全治しない所から種々に之れを診案した結果其腰部に塊物の潜んで居るのを発見し去る九日手術を施せしに径二寸、厚さ四歩、目方五
十八匁もある鉄塊を掘り出したが夫は●弾の底で榴霰弾を装置するものそうな

助手たらん事を希望
す

来松中の印度王侍医パイマール氏はバラックで菊地軍医監等が手術するのを日々観察して頗る其手術の進歩し居るのを感賞し紀念且名誉として
二等助手なり三等助手なりに勤務したいものだと此程願ひ出たとのことである

全治者退院 バラック収容中の負傷露兵下士以下七名は全治退院して其二名は大林寺へ四名は正宗寺へ何れも一昨日引き渡された

洗濯の引受け 松山武揚会評議員松山萱町三丁目垂水幾太郎という仁は此程から松山武揚会を代表してバラック患者の垢衣洗濯受負ひを始めた其方法は左の通

りである
松山武揚会は松山市大字萱町三丁目九番戸に洗濯場を開設し左項の方法にて洗濯業を営む
一主任は松山武揚会常議員垂水幾太郎をして任に当らしむ
二洗濯業の経験ある男子二名を雇入仕揚げ及洗濯物品を運搬せしむ

三出征軍人の家族及遺族婦女子三名乃至五名を雇入専ら洗濯業に従事せしむ

M37.07.23 人種と宗教 バラック収容中の俘虜は現在三百九十三人であるが其人種と宗教を区別して見れば露本国人（正教）将校八人３、衛生部将校三人４、従卒六人、衛
生部員十三人、下士四十七人、兵卒二百三十八人、波蘭土人（羅馬教）将校一人５、下士一人、兵卒四十一人、韃靼人（マホメット教）下士一人、
兵卒十二人、猶太人（回々教）衛生部員一人、兵卒十七人、独乙人（リユーテル教）従卒一人、兵卒一人、アルミニヤ人（グリゴリアン教）一人、

西●人（ラマ教）兵卒一人である

３ 中尉コステンコ、少尉ロッゲ、二等大尉シヤスチン、中佐ベロゾール、コサック騎兵少尉ウェイスベルク、歩兵中尉オブロブクヨフ、一等大尉ウコウ井スキー、●●●●●の八名か？
４ 陸軍二等軍医正シユウーツオフ、露國赤十字救護班医員ルイシコーフ、軍医ポポーヴィッチの三名か？
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落たら掌に毛を生や
す

目下バラックに収容されて居るベロゾフといふ中佐は仝所収容者中の高級者であるが北清事変にも勲功のあつた人で我が国の有名な将校にも知
己が多く確かに露國軍人中でも●々たる人物らしい、処で仝収容所に居る将校の一般は皆其の居室抔を華やかに飾りたてゝハイカラ的に贅を尽し
たがつてヤレ道後入湯のヤレ写真撮影のと騒いで居る中にも仝中佐は却々気骨のある男とて●●して云くに吾々が斯る境遇にありながら贅沢な
考へなどするは非常な間違ひである…………あの南山の激戦を回顧して見ると日本軍にも定めて損害が非常にあつたらうと思ふ濠の中で死んで

居た人でも却々少なくはなかつた我が軍の二個連隊中或は死し或は傷き或は逃げ僅かに二個中隊を剰したのを指揮して防戦中砲弾が足下を掠め
たので其儘卒倒して人事不省となつて居たのを蘇生して見ると日本の衛生隊に介抱されて居つたのであるが砲銃弾の我が身邊を掠めた事は夥し
いもので軍服は弾痕だらけで血もぶれになつて居る之れで死なゝいのが不思議な位だ、……旅順は決して落ちる事はない若し落ちたら私が掌に毛
をはやして御目に懸けると怪気炎を吐いて居た

俘虜待遇 に就て仝中佐は語つて云くに「俘虜といふものを斯く拘禁的に待遇するはどふであらうチト間違つて居りはすまいか」と某通訳官之れに対して「夫
れはお前が間違つておる之れは決して拘禁ではなく全くお前方を保護する為めである」と答へても彼れは却々承知せず「決してそふではありませ
んお前さんの云ふのは所謂口実である先づ考へて見なさい千や二千なら如何様とも監視が出来るが万を余つて御覧なさい迚も容易なものでない

既に露土戦争の時にも二十万（チト法螺ならん）の捕虜を我国へ収容したのであつたが十万の二十万のといふ人員では迚も監視の出来るものでは
ありません皆勝手に下宿に置いてあつた決して逃げるものではない、で今ま我が国に収容して居る日本の俘虜に対しては此のよふな待遇はして居
まいと思ふのじや云々

第十九回俘虜着松 赤十字病院船博愛丸は一昨日宇品へ入港したる際一名の負傷俘虜卒を搭載して居たから一応其処に上陸せしめ昨日午前高濱入港の豊●丸に便乗

せしめ伊予鉄道列車で古町下車城北バラックへ収容した

M37.07.24 俘虜、俘虜の金を盗ん
で発覚

一方には俘虜将卒の脱走事件ある傍ら此処には又窃盗を働いた俘虜があるとは厄介な露兵共ではある、去十七日夕刻の事であつたバラック収容の
負傷俘虜兵ドミトリ、クワルデーフ（廿九）と云ふ男は所持の一円露國紙幣四枚と日本五十銭銀貨一個と二十銭露貨一個と都合四円七十銭を自分

の寝室の蒲団と毛布の間に敷き置き数十分間室外散歩をして帰つて見るとアーラ不思議や件の四円七十銭が蛙にもならず消えてなくなつて居る
ので先生青くなり自国の将校にも斯くと告げて探索したけれど一向知れぬから其儘に打過ぎて居た、処が一昨日とか或る他の負傷俘虜兵が一円の
露國紙幣一枚を吉川通訳に差出してこれを日本の通貨と交換して呉れと持込んだ処吉川通訳はフト前条の盗難事件を思ひ出しクワルデーフに聞
合して見るとクワルデーフ幸ひ紙幣の番号を控へ居り其番号が右の紙幣に符合したので扨こそと厳しく詰問した結果始めは決して盗んだのでは

ないこれは去る四月中自分が鳳凰城屯在中四ヶ月分の給料として一円八十何銭を受取つた内だなぞ白トボケて居たけれど終には包み隠す能はず
仲間の某々と都合三名共謀で曲めたのだと白状したさうな、アノ●●な横着者めが

門鑑調べ 松山の各俘虜収容所へ出入するものは是迄歩哨に門鑑を示すのみなりしが彼の脱走事件ありたる以来、出入いと厳重になりて歩哨以外衛兵詰所へ

もこれを示し一々其出入者の姓名を控へることゝなつたげな

俘虜転送に就て 大林寺及び勧善社の俘虜を二十一、二の両日に香川県へ転送したことは既記の通りだが此転送に就きてはいろいろ各収容所の露兵入れかへを遣つ
た中にも妙清寺に居たのは其多くが勧善社と交換せられたので彼のきれものゝミシン曹長●始めは転送さるゝ組には入つて居なかつたのに自分
の部下の多くが旅立つので急に行きたくなり種々監督将校間に運動してトウトウ連れて行て貰ふことになつたのだ、人さまざまで一様に云へぬこ

とは露兵も日兵も●●●●も●●も同じことで彼等の内には土地の変つた処を見物するを嬉しがつたのもあるけど又住み狃れた此土地を去るを
忍びず勧善社の分の如き殊に別れを惜み●●下士にアナタも行かぬか誘ふものあれば片言交に御機嫌ようとか左様ならとか別離を述べ軍曹ステ
ーパンナリーモフの如き就中別れを惜んで打●れて行つたとは可愛らし

将校の海水浴 公会堂の俘虜将校中廿一名は一昨日又三津濱へ海水浴に行た、彼等は時候柄道後温泉に行より海水浴の方を喜んで居るとのこと

５ ザイオンチコースキー大尉のこと。
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M37.07.26 松山の風景を激賞す 将校と云はず下士卒と云はず露國俘虜兵が皆一様に激賞する処のものは松山附近の風景の優秀雅麗なることで先づ船が高濱へ入ると四十島の奇
景に驚き延齢舘邊の老松、梅津寺の白砂青松、小冨士の翠緑をはじめ後道方面の勝は勿論、勝山城の荘重なる西山の雅致ある等何れも彼等の目を
喜ばし心を楽しましむるもので彼等の語る処によると露國には南方クルイム州コーカサス地方にこそ青い草木を見ることが出来る其他に至つて
は決して之を見ることが出来ない満州地方と来たら尚更のことである、だから日本でも殊に風景に富んで居る松山地方に来たのだから驚くのも無

理のないことで彼等は本国へ手紙を出す毎に必ず日本の風景絶佳なることを書き添えて居るとのことである

俘虜衛生心得 なるものを今度各収容所へ発布した其文は左の如きものである
人生恐る可きは疾病にして就中伝染病之が最たり此は一人に止まらず衆多の人を襲ひ生命を亡ぼす危険あり特に気候風俗の異なる地にありては

一層衛生に注意し左の各項を守る可し
第一 生水は腸チフス赤痢コレラ、等の病毒を含むを以て飲用を厳禁し且煮沸せる湯茶と雖も放飲する可からず
第二 飲食を慎み胃腸を惹起せらる様常に注意す可し
第三 腹を冷却すれば下痢感冒を来しやすきを以て睡眠中は特に温包に注意す可し

第四 温浴は勿論冷水浴若しくは冷水拭膚を行ふは皮膚の清潔を保ち抵抗力を増加せしむるを以て感冒其他の疾病を予防すへし
第五 被服は屡々洗濯して乾燥せしめ寝具は少くも毎週二日々光に曝露すべし
第六 居室の内外は常に清潔を保ち空気の流通を能くす可し
第七 庖厨は槽桶炊具食器炊●に従事する者は衣服を清潔にし食物の残漬は速に一定の受器に集め決して下水溝へ流し或は庖厨の附近へ散乱せ

しむ可からず蝿は病毒伝搬の虞れあるを以て飲食に集合せざる様注意す可し
第八 身体に違和あれは速に診断を受く可し下痢あれば下痢厠に至り万一初回に於て他に上●せは其旨速に申出ず可し糞尿は正しく壺内に排泄
す可し

第九 身体の運動を行ふは健康に利あり睡眠の不足は疲労を来し易し宜敷注意す可し

第十 痰壺唾は痰壺に喀出せしめ、みだりに吐痰す可からず
且痰壺は毎朝掃除す可し

新着患者の隊別 (省略)
音楽生の慰問演奏 東京音楽学校の学生松山人永井●氏外六名の人々は俘虜を慰さめん為め楽器携帯にて各収容所を訪ひ俘虜を慰問することゝなり一昨日は先づバ

ラックにで演奏した、引続き昨日は公会堂、本日は雲祥寺、明日は妙清寺、明後日は勧善社、其次の日は正宗寺最終の土曜日は法龍寺と漸次演奏
するさうな

M37.07.27 俘虜将校と外字新聞 俘虜中の将校に外字新聞の購読を許したことは日外の新聞に記した処であるが目下購読して居る者は四人でフオンワール大尉とクラウゼ中尉と
キシモーフ中尉との三人はジヤパンタイムスまたルイバコーフ中佐は神戸クロニクルである

日本語研究熱中者 公会堂の俘虜将校中日本語研究に熱中して居るものが三人ある、夫はフオンワール大尉とシュチエゴリコーフ中尉とチエレパーヒン中尉の三人で
就中最も熱心なのはシュチエゴリコーフ、チエレパーヒンの二中尉だ、殊にチエレパーヒチは東洋語に通じ支那語、満洲語、蒙古語等を能くする

さうな

語学の交換教授 外国語学校生佐藤某氏が夏期休暇を利用し俘虜将校のシュチエゴリコーフ中尉と語学の交換教授をして居ることを記したが又更に陸軍中央幼年
学校生徒黒田彦一氏も菅井県知事の紹介で矢張り夏期休暇中俘虜将校より露語の教授を受くる許可を得て二三日前から公会堂に通ひフオンワー

ル大尉と交換で研究しつゝある
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俘虜逃走事件 公会堂収容のミルスキー大尉が部下五名を率ひ夜半外囲を乗蹹て逃走し四日間其影を隠し居りたるも終に取押へられたることは屡ば記す如くな
るが此事件は一応取調済となつたけど尚ほ引続き精細な取調中で処分には至らぬが五名とも差向き仮営倉に入れてある、彼等は入檻後少しも改悛
の態が見えず洒蛙々々然と暮して居るさうな▲日ならず処分になるであらうが無論銃刑などにはならぬ皆営倉だらうとのことだ▲ミルスキー大
尉が遺留した箪笥の中に地図があつたことは既記したがこれは極ザツとしたもので外に一枚の日本全図を所持して居た、それは頗ぶる精密なもの

で地名等は一々英字で記してあつたげな、松山地方では斯る品は売つて居る処がない故大方仲間の将校から貰ふたのであらうとの見込み▲ミルス
キー大尉は収容以来一向外出しやうとせず嘗て温泉へも行かねば無論海水浴へ行つたこともない、斯くの如きはやがて此大仕事をしやうとの野心
であつたことが思はれる▲携帯の投網は先に俘虜卒死亡葬儀の節会葬の列に加つた帰途古町の某商店で買ふたのぢやさうで戦地ですでに我が軍
団長に広言した如く収容当時から今回の事を企てゝ居たのである、斯んな奴は以後の見せしめに成るべく重い処罰をして遣りたいものである

又々俘虜の夜抜沙汰 松山末広町法龍寺収容中の俘虜卒一名は昨暁二時前頃スポンと寝所を抜出して裏手の畑へまで夜抜けしやうとした処をマンマと附近の人民に見
付けられ人民は早速衛兵に密告したものだから衛兵は大に喜びドツコイ遣らぬと難なく捕へた、昨朝来取調中であるがコイツは逃走の目的と云ふ
でなく酔ふたまぎれに月見と洒●れ無断で散歩する積りであつたとか云ふことぢや、イヅレ此奴も営倉ものだらう

監督将校代る 公会堂収容所詰監督将校今村大尉は仝度香川県へ転任した多分仝地の俘虜委員長になるのであらう、而して公会堂詰委員の後任は高知連隊第一中
隊長廣木大尉である

収容現在数 一昨日調べの俘虜収容現在数は左の通りで外に衛生部員が十八名ある

将校 下士 兵卒 計
公会堂 四〇 三 四三 八六
法龍寺 ― 一一 九一 一〇二
勧善社 ― 九 四四 五三

妙清寺 ― 一四 八七 一〇一
正宗寺 ― 一七 一三九 一五六
雲祥寺 ― 一 九七 九八
バラック 九 四三 二八五 三三七

計 四九 九八 七八六 九三三

全治退院 バラック収容治療中の俘虜にして全治退院者は続々市内の各収容所に移して居るが最近去る二十四日には兵卒四名末広町正宗寺収容所に、二十五
日には下士三名西堀端勧善社収容所に何れも全治退院転収された

M37.07.28
(第 8046号附

録) 非戦闘員の帰国請願 目下バラツクに収容否な宿泊中の露國赤十字社員看護長エム、マーウエンコ。同ヤ、コシユボキコーフ。同イ、ユルチユーク。同エム、フメリス
キー。同エ、クーブリン。同エ、クーブリン。同ベ、フヒハローフ。同ア、ウラーソフ。同エム、アウエーリン。同イ、カームリヨキフ。同ウエ、
シヤルイホフ。同イ、カムリヨキフ及び衛生隊員エリ、レーウチ。同ア、ボブコーフ。同エス、ボルドニヤギン。同テイ、クージンの十六名はセ
子ワ条約に基き赤十字社員は俘虜として収容し得ざるものなりとの理由を以て本国に放還せられたしとの請願書を昨日其筋へ差出した

最愛の妻に贈りし手
柬

バラック収容治療中の俘虜で南山の役に負傷した東部西比利亜第五狙撃連隊第四中隊長大尉イワン、シヤスチンは此程本国なる最愛の妻ワーンカ
へ手柬を送つたさうな、其文意は左の如きものであつたと云ふことぢや
(省略)
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必ず死刑に処せられ
ん

俘虜中の猶太人は此程以来露國将校等の目を忍て繰返し陳情する所あり其陳情書は冗長なのも簡単のもあるが意味に於ては何れも大同小異であ
る、其筋では目下○○○に具状中ださうなが其言ふ所は他無し則ち斯うである、吾々猶太人種は古来非常に露國政府の圧制を被つて居る、現第四
世ニコライに至りてどうかといふと同国人は農業は一切営む事を許さず工と商とのを以て生活しなければならぬといふ有様であつて何れも之を
怨んで居る、吾々は今度の戦争に出ても間隙さへあれば出でゝ日本軍に降りたいと思ひつゝありて此観念は単に戦地の苦しみに感じてのみではな

い、此機を逸せず日本軍に降り平和克復の暁には日本に帰化して永く此帝国の民となり●炭の苦しみを避けん為めに外ならぬ、若し此際に於て本
国へ立帰らば必ず死刑に処せらるヽの恐れがある故である云々と熱心文面に現はれて居る、ソコデ我が監督委員等が決して然る事はないといつて
慰諭し且平和の暁には双方盟約して引渡すから殺す抔の事はせぬ、夫は全く杞憂であると言聞かすけれど彼れ等は却々承知せず夫れは表面は然う
なるかも知れぬが事実然うはいけぬ若し日本へ帰化が出来ねば米國へ転籍するやう紹介して貰はねばならぬ米國には吾等の兄弟姉妹もある故止

を得ざれば米國でも宜しい兎に角露國へは断じて帰らぬと云ふて居るさうな

別れの挨拶 去る二十二日勧善社収容所の俘虜百五十名が讃岐国へ出立の時一同を同所の庭前に整列せしめ監督将校たる吉川少尉は田代通訳を介して君等も
今迄は能く自分の命令を遵奉して呉れて満足だ、今や丸亀と云ふ所へ行くが彼地へ行つても能く命令に服従せねばならぬ、且つ暑気も追々増す故

各自身を大切にして平和恢復の時を待てよと云ふ意味を述べた、所が俘虜の総代として一年志願兵ヒヨートル、マルクヤーノウイチが出で是まで
永らくの間古川少尉の懇篤なる待遇を感謝する日を述べたさうな、やがて一同は集合地大林寺へと出発した、吉川少尉等も仝所まで之を見送つて
互に別れを惜んだと云ふことぢや

M37.07.29 第二十回俘虜着松 去月九日○○○を距る二里の地点○○山附近へ偵察に来て胸に銃創を受け歩兵第○○○連隊兵の為めに捕はれた敵の伍長二名のことは去五日の

本紙第三面所載●子の通●（挿画入）に依つて読者の知悉せらるゝ処であらうが此二名の俘虜はロヒラ号にてダルニーより内地へ送られ一昨朝那
智川丸に転じて宇品発同日高濱へ安着し午后一時五十五分の汽車で古町駅に到着二時過城北バラックへ収容された

露兵の怨言 俘虜の露兵が自国軍に対する怨言の一二を記さうなら皮子窩に於て捕虜となりたる龍騎兵の一卒は明治三十三年北清事変の際抜群の功ありて聖

ジヨージ（我金鴻勲章に相当す）の武功勲章を所持して居る男だが其謂ふ所によれば此勲章は年金附なるも未だ嘗て一回も受領せしことなく政府
より交附ある毎に皆所属将校の私嚢に投ぜらるゝに過ぎぬと流涕憤慨して語り又龍口に於ける小戦の際我軍に収容せられたる敵の負傷兵は切歯
して斯う云ッた、曰く自分は弾丸に右腕を貫通せられ又右胸を傷けられたるためガツバと地上に倒れた処附近に在りし戦友等走り来りて助けて呉
れるのならよいがなかなか然うでない彼等は時計手巾煙草金入等自分の身辺に在る物は細大となく悉く奪ひ走て又余を顧るものがなかつたので

あると

俘虜の手紙 松山収容中の俘虜将卒で郷里へ手紙を出さぬのは一人もいない、そして将校の手紙は皆戦況等を記し家事の指図方などを書いて居り随分長文で趣
味の変つたのがあるが兵卒のと来たら殆んど千兵一律、自分は何月何日何処其処で捕へられ日本の松山と云ふ処へ収容されて居るが健在だから安

心せよ日本政府の待遇は十分で万事不足はない松山は景色の好い処だと云ふやうな意味のに●つて居るとのこと

シュチエゴリコーフ 下士でミシン曹長が賞められた如くに将校中での勤勉者快活者と何人よりも賞めらるゝのは夫の砲兵中尉のシュチエゴリコーフである、同人は毎
日毎日日本語研究の隙々には布袋と網を携へて公会堂の庭園に飛下り池の端や木の枝をあさつて頻りに昆虫採取を行つて居る、そして一々之を標
本に取つて居るのは強ち遊び事ではないのである
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M37.07.30 来信三通 目下バラック収容中の大尉ザイオンチコーフスキーへ父、妻、娘の三人から送つて来た音信の概略は左の如きものであるさうな、
父からの来信

尊ぶべき余のモーデヤよ、余は爾が殺されロツケ（親族にして同じく従軍せし者）も同様戦死せしとの新聞の通知あり如何程涙を拭ひ且悲みに
沈みしかを信ぜらるべし、而して当時鴨緑江戦争後参謀本部に姦電せり余に同様戦死せしと回答せり、総て此通知に依て惹き起せし感覚を書送

らば唯ボルトメンの電信が余を勇ませり彼は爾の行方不明なることを書せり、其時余はセルゲイ、オシボウチに何れかの領事に依り俘虜者に付
知る様頼みし而して神のお蔭にて爾が生存し且全●せることを一般が話し爾が日本に於て傰帯所の証明書に手記する様勧めし、ポトラーチエフ
及びクリーモは吾等に付心配をなし何地にも願書を差出し又種々の他の助力をなせり、爾及びロツケの健康は如何あるか認め遅れ噂さにはロツ
ケの両親は非常の悲哀をなし殊に母は病気さへもなせし、若しも出来得且つ高価ならざれば電信を発せられたし余は爾に打電したく望むしかし

一字に付四円五十銭はかゝる、最早新聞に爾は生存し俘虜となり居ることは顕はれたり、ベーロエ、モードフは戦争に赴けり、ユーリヤは家に
在り、泣き或は喜びし知己等に付き最早記すことを止む然し全市及び全住民は唯爾のことのみ話し居れり、余はエウゲーニヤハリコフ市に引移
りて今爾并にロツケの健康に付祈願す、若し汝に金銭の入用あらば余は時計を質入し爾に送金すべし、余等は速に終局を待ち焦がれ居れり若し
も神が与ふるならば速に汝を故郷に於て見るべき手紙を出せよ、尊ふべき余のモーデヤよ毎日書面は到着するならん、必ず汝が負傷せしとの証

明書に記せよ余等に肩胛骨に負傷の事が判つて居る、ロツケの事に付ては何事承知せぬ
総てが汝に多く接吻す尊ぶべきものゝ為め多く苦む カ、ザイオシチコーフナ

愛妻からの来信
尊ぶべきユードウヲク、イワノウチよ、貴下の生存せらるゝは神の御蔭である、此事を聞きしとき総て吾等が喜びしことよ、若しも戦争が速に

終り而して貴下が吾等の方に帰国さるゝに至らばさて其時は吾等は祝意を表し貴下を迎ふるであらう、四月二十日余は書面を満州に発せり而し
貴下は已に俘虜となりたり其故に正しく其書面は貴下に到着せざりしならん、如何に貴下は消息せらるゝや日本婦人等は貴下の世話をなさるゝ
か
御左様なら尊ぶべきユードウヲクよ、ボーブ、●●●ヤ、ジヨルシク並に余は貴下に熱心なる敬意を表し併せて最上の幸福を祈る

貴下の愛するオグリンブ、カヤ
愛娘からの来信

貴下の戦死したることを知りし時如何に吾等は泣きしぞ、吾等はコンスタンチンに伏し貴下の生存せることを知りし而して甚だ喜悦せり、全市
の者は貴下の生存に付満足を表す、ワーリヤは母の用事にてジトシーフに乗り行きし、其他に於て吾等より書状を得せしや否御返事あれ、余は

多分女学校に入学する、母が心配さるゝバ、モーワは彼の女の夫の戦死せしことを知るを好まぬしかし誰か彼女に話し初めるならば其時は彼女
は総て聲にて泣く、余等は方に目下試験がある余是迄良成績である多分賞誉を得るならん、ロツゲの健康は如何御書面あれ、余等は頃日叔父方
に居つた先方に三日間遊んだ而して其処にて新聞にて貴下の生存せることを知りし、余等家に到着せしとき総ての人より余等に電信を送りし、
コンスタンチンよりウヲロシイーウイよりヤキーニナより余等を祝し来りし、総てより新聞の沢山を送り来り余等方に総てが祝ひて訪ひ来り総

ての猶太人も来りたり、御機嫌如何全癒されしや返事あれ 貴下を愛する娘 ヨリターシグ

右大腿を切断す 目下バラックに収容中の右大腿軟部貫通銃創患者第十一連隊兵卒フレルヘイ、ユクリセレンフは本国に親もなく妻もなく子も無い独身者ぢやさう
なが仝人の創は既に二度も血管が破裂し出血して非常に衰弱して居る、処で若し切断せば自身其者も迚も命は無いと覚悟して居るらしいが一昨廿

八日之れを切断する事になりて手術場に往くとき看護婦及び朋輩等にモウ再び逢ふ事の出来ぬかのやうに思ひ余所ながら暇乞的の挨拶を為し患
者運搬車に乗せられ手術室に入りしは午前九時であつた、係り医は特に善良なる魔酔剤を施し九時二十分切断に着手し執刀は菊池軍医監、助手は
和田軍医、北條医員で右大腿下三分の一の上際に於て第二次的輪状切断法で以て切断し了りしは十時十分頃であつた、其手術の目覚しさは到底凡
手の及ぶ所に非ず手術終つて魔酔醒めたる後の経過は極めて良好だとのことだ、彼の喜び思ふべし

退院者 バラックで治療中であつて全治した下士二名、卒六名は二十八日退院勧善社へ、又卒二名（波蘭人）は仝上雲祥寺へ何れも転収された

逃走の道筋取調 過日捕縛されたミルスキー大尉以下五名が逃走した道筋は既記の如く只だ斯うであらうと推測するのみで実地が判らぬ故我が監督将校は通訳同
道其経路の実地を調べることゝなり昨日彼等を引具して取調べに行たさうな

M37.07.31 退院 バラツクに収容中なりし俘虜兵卒十二名は一昨日全治退院勧善社に移収された
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(第 8049号附
録)

愛国婦人遊説員の慰
問

(省略)

負傷俘虜観察 来松中の河野、淺川の両騎兵大佐、松居留守旅団長等は昨日バラツクの負傷俘虜収容事務並に其実地視察をした

露都から来電 此程の事であつた露都シントピータースバーク発信、上海を経由し、松山赤十字社本部長宛で
（訳文）何卒、告げて下さい、何れかに、ドクトルスクウエツトフ、リクユウ、松山、与えるやう、全く名を、俘虜医員の、

といふ電報が達した故愛媛支部に於ては衛戍病院長を経て該電を目下バラックに収容中の第十一連隊軍医正セサル、ホワジコイスク、スクエツト
フ、赤十字第三班々長ハウル、グヲルジースク、リスクコツフに示した処が両名共発信人の氏名無きを以て返信を為すよしなき旨を述べ愛媛支部

から更に本社へ其趣を昨日通知した

M37.08.02 ミルスキーの健脚と
呑気

逃走事件を演じた五人中のミルスキー大尉は驚くべき健脚家で過日逃走道筋を取調べるため出かけた一行中森警視の自転車携帯はよかつたが扨
て山路に取掛るとミルスキーが靴の儘で山径を跋渉することの早いと云つたらない、丸で猿のかけ走るに異ならず一行は散々泡を吹され森警視の

自転車も護衛兵士に助けられてヤツト無事に持つて帰つたとは中々のお茶番だトコロでミルスキーはさも面白そうにこのやうな●●なら毎日で
もやらしてもらいたいものだ……斯く失敗すると知つたら此髯も剃り落すのでなかつたにと頬を撫りつゝ護衛の人々に語つたとは随分呑気な男
ではある

信書の説明（痴情） バラック収容中の大尉ザイオンチコーフスキの許へ愛妻から来た書信中に「日本婦人は貴下の世話をなさるか」と記してあつた、があの貴下のの
はがの誤りで其意味と云つたら「貴下は日本でよき女を拵へて楽んでおいでだらう」といふ露國式の嫉妬を意味する文字なのださうで此の書信に
接した彼れ大尉は心安からず早速手紙を認め貴下の言ひこせし如く余が日本の女を世話するなどいふやうな不埒な事は万々あるべく境遇でなく
今日負傷の為め日本の女（看護婦）に世話して貰つたお蔭で手紙を書いて送るやうになつたまでだと懇ろに説明してやつたそうな

看護婦の深切 記者一日城北練兵場の俘虜収容所を訪問して居つた処が恰も俘虜先生等の晩餐時●と見ゑ事務所北向ひの将校室で追々晩飯が始まつたが一二の
室では二人の看護婦が何れも団扇を●へて其食卓に掛つて居る俘虜将校に涼を送つて居るさまは父母に対する孝子も●ならずであつたが追々蚊
が出て来ると見え食事中にも拘らず蚊帳をつり下げ其中でまで尚ほ団扇もてあをいで居るのを見るに至つては深切と云へば云へ余りに贅沢に過
ぎた傍若無人の動止ではあるまいかと感ぜられた

新収容所 近日来るべき大石橋の俘将校若干名は県庁東元大林区及び小林区署へ収容することに内定したさうな

委員長更迭 松山の俘虜委員長粟津中佐は都合に依つて姫路に転じ其後任として騎兵大佐河野春庵氏新たに当地の委員長となり過日着任した

第二十一回俘虜着松 某地背面○○山附近で捕獲した露虜十七名（下士一名、卒十六名）は三十日汽船敷島丸で宇品より高濱へ着し二時過松山西堀端町なる勧善社収容
所へ収容された

第二十二回俘虜着松 又十一名の負傷俘虜（内将校一名、下士二名、卒八名）は三十一日朝扇海丸で宇品を発し高濱に上陸午后一時過着松城北バラックへ収容された

逃走道筋は終に不判
明

吉田濱●山で捕縛せられたミルスキー大尉以下五名が逃走した道順を●するため去る二十九日大尉を先立てゝ俘虜委員及び松山署長森警視等が
出張したことは既記した●●●地を踏んで見ると初め推諒したのとは多少●●●がある、即ち先づ公会堂の柵を乗越ゑ鉄道線路を通りて南齊院村
の北端に出で夫れより左に折れて土居村丸池の北堤を経石手川の枝流無名川の堤防を沿ひ和泉村に至り同村の林間を通り石手川の本流に出で之

れを渡りて吉岐尻無川を徒歩渡りし市の坪より水田を経て中河原に行き重信川の右岸堤防に沿ひて大字麻生に出で金松峠と坂面山の渓間を通過
し丸山の南腹に到りて此に一泊し翌夜は原町の方面に出で夫れより上麻生に下り砥部川を渡りて高知街道に出でたまではシツカリ分つたが夫か
ら後は充分に分らぬ、で其以上を推考すると仝所から東高尾田に出で重信川を徒歩して久久米村の北方鮎谷山に到着し茲に又た一泊翌夜之を下り
山麓を迂回し田路を経て福音寺に到り土●山の北方を過ぎ石手川を上流を渡り同川の右堤防を沿ふて土居田余戸方面に向ひ出合の川を渡りて東

垣生南方竹薮の中に仮泊し其翌夜出合の下流右岸に沿ふて海岸に出で北に折れて堤防を沿ふて吉田射撃場北端の●山に入つたのらしい、何故充分
に分らぬかと云ふと麻生までは実地を踏んだのだが後は一処に踏止まつて指したのであるそして実地を指さすのと地図で示すのとは全く反対に
なるやうなことを云ふ、夫だから当日は不得要領に終つたのだ、此以上は強て調べはすまいとのこと
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M37.08.03 逃走大尉の傲語 逃走俘虜の張本人ミルスキー大尉は一風変つた男で先年戦場で受けた古創の為め左手は屈伸の自由を缼き殆んど其用をなさぬ位だから大抵のも
のなら現役を辞し恩給で食ふて行くのだが彼はなかなか然うでない今回の日露戦役にも好んで従軍したのださうな、処で先日逃走を遣り損ふてか
ら鬱ぎ切つて居るかと云ふにイツカナ平気の平左衛門で実に捕へられたは遺憾千万だけれども天命で仕方ない夫でも今後機会がないではならう
などと傲語を放つて居る

正宗寺収容所 の俘虜は先日から自炊を始めて隔日に一度麥飯を食ふことゝしたが麥飯に対して格別イヤな感念はないさうな、此程までは十余人の患者があつた
が昨今はたゞ二三人ぎり夫も些々たる腫物に過ぎず一同至つて健康なさうだ、仝収容所に一人の独乙人が居る夫は永らく浦盬に住んで居たので露
國へ帰化したのぢやとのこと、又猶太人も数名居るが例の露兵の祈祷の際己れも列に入りはすれども一向平気で端の方に腕組して立つて居るのみ

ぢやげな

絵団扇に接吻す 俘虜先生等が女に目のないことは度々記した通りでツイ此程も或人が美女の書いてある絵団扇を正宗寺に居る俘虜の一人に遣つた処先生天にも
上る大喜びで常日頃から女と云ふたら影法師でも嬉しく思ふて居るのだから件の絵団扇を撫つ擦りつ終に絵にかいた美人に接吻したはよいが其
為に美人の顔が唾で濡て染みになつたので泣かんばかりに口惜しがつたとは笑止笑止

彼等の信仰心 が厚く殆んど迷信だと云ふことも毎々記すが彼等は何も自国の宗教のみを尊ぶのではない、正宗寺へ収容された露兵が仝寺の住職釋佛海師が着て
居る法衣を大層珍しがつて見て居るので師は態々脱いで見せた処先生等寄りつどふて折つたり返したりして見た上最終に叮寧な礼拜をして戻し
た、又最初本堂の仏前で何の気なしで居たものが此処は仏像の安置してある処で斯く尊ふべきものだと十字架を描き夫に比較して訳を云ひ聞かし

たら以後は大に尊敬する様なつたとさ

兄弟に送つた信書 バラックに収容中の大尉ヤンチコーススーは本国の兄弟へ左の意味の手柬を送つたそうな
一千九百四年七月七日松山に於て、尊ふへきコーデヤよ汝が新聞にて余が重傷を負ひ而して俘虜になりしことを伝聞せし時は如何許りか汝に心

痛を与へしならんと思ふ汝に最後の非常事件を余が話せしことを認知すべし即ち俘虜の身とならん事は余の少しも胸中に画かざりし所にして
負傷すべきか或は戦死すべきかの一あるのみと考へ居たる也然るに足の傷のため倒れて余自身歩むこと能はざるのみならず骨折れて●●する
ことも出来ず足を動せば最も強き痛みを感ぜし（中略）第二の手疵は左手の小指にて多く働かすこと出来ざれども足の疵よりは軽し、余は六週
間起きず寝床に横はり通さねばならぬ目今余自身に能く感ずる大なる痛は止まれり唯小さき痛み残り居れり然し夫れも多分速かに全癒すべし、

何卒書状を送れ併し戦争に関しては書くべからず一々当地に於て検閲せらるゝを以てなり余は大日本愛媛県松山市大尉イワン、ペトロノウチ、
ヤンチコーフスなり、汝を接吻す返事を待つ親族知己に宜敷く鶴聲あれ 汝のイワン、ヤンチコーフスキー

新来の俘虜将校 客月三十一日新収容の負傷俘虜十二名は皆な分水嶺と岫巌の間マンザブーザで俘虜となつたので将校一名、下士二名、兵卒九名である、でその将
校の名はビヨートル、ベツロ イコ（二十三）といひ所属はチチンスキー第一連隊後貝加爾コサック軍旗手の少尉６であるが本籍はアムール州、

ブラゴエッチエンスク市の世襲士族だそうな、而して負傷は右大腿骨折貫通銃創で重傷らしい

M37.08.04 土産をやる ロスキーが女さへ見ればタワイもなく目を垂れ涎を流すことは今更めづらしうもないことで彼れ等が病院に這入りたがり這入つたら最後決して
出やうとしないのは何の為めぞというと彼れは根が女を見ねば夜が寝られぬといふ厄介な動物なので看護婦の顔を見其手に懸るのを無上の●●

として居るからだそうな……また彼は道後温泉に入浴するのは浴室に居る茶番の婦人を見て●●抔喰ふのを唯一の楽みにして居るらしく入浴の
たび彼の茶番女に纒頭抔やらうとする、処が仝所の規則では此の事が出来ないので彼等は気転を利かし此節は往く度び毎に香水やハンカチーフの
ようなものを土産に持つて行く事になつて居るらしい、が若しも之れ等の事が嵩じたらどんな醜聞が伝はるかも知れんと監督の掛員等は非常に心
配して俘虜の入浴のときに限り女を其休憩処へ近づけぬように注意してをるらしい

特に紅茶を仕込む 俘虜将校等の中には数百金を所持して居るのがあつて随分贅沢を極めて居る又紅茶なくては其の日が暮せぬといふ習慣であるのに松山市の店に
は該品がなくて困つて居たに今●小唐人町一丁目砂田といふ茶店が特に紅茶を仕込んだので俘虜先生は一週間に一度位仝店へ買ひに行くのを楽
みにして居る

６ チタ第1連隊附コサック騎兵少尉ナゾローフのこと。
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本国の兄弟に送りし
手柬

バラックに収容せる負傷俘虜チコーフスキ大尉が此程故国の兄弟に送つた手柬は左の意味じやそうな
一千九百四年七月十八日（露暦）松山に於て
尊き親愛なる「セリヨジヤ」よ尊き者に広大なる●●を為す汝の書面は余に勇気を附与し余に尊き諸氏より遠ざかりし其の鬱情を晴さしめたり
余は最早今日にて三ヶ月俘虜として病院に在り余等に対する看護介抱は最も善く総ての待遇亦●●にて御蔭を以て余は殆んど健康に復したり

然し左手は到底自由に使用すること能はざるべし然し其負傷の模様は左手肘上に銃丸骨を徹し●を貫きつゝ肩胛を通じ射出せり尚又砲弾の破
片にて左足に軽傷を負ひたり其詳かなる事を知らさん為に画（負傷の箇所を画きたる身体の全図）を送る之れにて承知あれ此画は病院に依りて
記せられしものなれば正確なり、余は第二攻撃の時負傷したり其時余及第十一中隊長イリ●●スキー（戦死）は余等が中隊の残兵を集め近衛師
団の攻撃に向ひしに如何せん目的の場所に●せず●員の大部分を失ひ仝大尉も戦死し余は負傷して人事不省となり日本人に捕へられ最初●●

●もあらざりしが後に余は取囲まれてありし、ロツゲは両足に負傷し一足は骨粉砕したるも最早壮健なり尊きセリヨジヤよ、ウオールイ●●●
●負傷し或は戦死せし者に対する同情の●ケスタロコンスタンチイワヤ市に余等の深き●●●を記せよ
●は十四日汝の許へ書面を送りし而して尊きセリヨジヤよ余に借用金送付することに願ふたり夫●●仏国領事に当て電信為替にて送り仝領事
を経て余に交付する様願ひある故出来るならば尊き者よ何卒送金あれ而して所持金は衣類其他の必要品の為め費消せしなり

尊き者よ屡々書面を送れ而して汝が為せしことに付き深く感謝すコーリヤ航海することに取極めることに尽力あれ且つ学校を卒業せしむべし
汝を接吻す熱心に尊きアンナ、アレクセイウクを接吻す 汝の エリ、ザイオン、チコーフスキ
尊きセリエジヤよ余の疵を示せし此の画は妻にも遣されたし同じくロツヂの負傷の画も送るに付矢張妻に送附を乞ふ序に妻より同画を伯母に
伝送ありたしロツゲは尊きアゾーフツに敬意を送り併せて熱誠を以て接吻す

M37.08.06 全治者退院 バラックに収容の負傷俘虜兵卒六名（露本国人）は全治の上昨日退院勧善社に移収された

絵画少尉 目下バラックに収容治療中なる露本国人士族歩兵少尉ミハイル、コステンコといふは●●●二十四歳の少壮少尉だが天性絵画を能くし●に余念な
く揮毫して鬱憂を慰めて居る、先達て●●丸で来松した代議士某が其一葉を紀念として●ひ去りしがそれは花卉の水彩画であつたそうな又過日も

医員長とやらへ贈つた画は桔梗など書いてあつて頗る美術的の画で手際なものであつたさうな

女学生の慰問 校長大村忠二郎氏が卒ひて来松せし大阪府立清水谷高等女学校生徒卒業生中島久●●●●●三学年土井花、本課二学年土井米、同●学年●●アサ、
同四学年一ノ木サトの諸子は昨●●●の許可を得てバラックの俘虜病者を慰問し●病室に就て慰問の真意を述べ通訳官之れを訳し●●之れに対

する謝意を述べて辞し去つたが同一行は何れも良家の子女のみで暑中休暇を利用し私費にて内外国の各負傷者等を慰問する目的で去る●●大阪
を発し一昨日は善通寺にて予備病院及び●●を慰問し来松してはバラック其他の収容所、松山臨時救護所等を慰問した後直に呉に向ひ夫れ●●小
倉、佐世保、熊本、広島、姫路等を歴訪して●●の都合ださうな而して右生徒諸子が我が負傷●を慰問せし際名刺の裏には左の如き二首の和歌が
書いてあつた

戦ひの さまをいかにと 人問はゞ
これをと 疵をさして 答へよ

いたつきの床にふすまの夢路にも
絶へすきこゆるかちときの聲

●●月計 バラックに収容中の負傷俘虜が七月●●●した給●の延計は三万三千六百六十四食、●●総計一万千二百十三人と二食で其内訳は将校三百五十
六、下士以下一万二百五人、衛生部員●五十九人と一食、従卒百九十三人と一食ださうな

第二十三回俘虜着松 昨日又々俘虜将校二名が●●して公会堂へ収容された

M37.08.07 通訳転任 公会堂詰であつた鈴木尚三、バラック詰であつた木下佐久馬の両氏は今度姫路俘虜収容所詰に転任し一昨日松山を出発した、で其後任に二人程姫
路から来る筈だがまだ着任の運にならぬ、又法隆寺正宗寺両収容所受持の竹田通訳は公会堂妙清寺両収容所受持に代り妙清寺の伊崎氏が竹田氏の
跡を襲ぐことゝなつた、因に姫路収容所へは予定の如く本月一日以来下士以下の俘虜を盛んに収容しつゝあるのである

新来の俘虜将校 一昨日来松したのは歩兵中尉のズミトリー、ウヲーク（二十九）と同少尉のヒヨードル、ドロニー（二十六）とで前者は賽馬集附近で捕へられた
るもの後者は摩天嶺で捕獲せられたものださうな
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ウヲーク中尉の買い
物

前項新来の俘虜中尉は昨日公会堂内窪田の酒保へ行て頻りと買物をして居つた、其品々は十二円なにがしかのカバンを始め手帳、ハンケチ、石鹸、
歯磨、上草履、ペン、状袋、罫紙、靴下等数十点で二十一円六銭を驕つたのだ、普通俘虜として初めて収容せられると少くても先づ是位の買物を
せねばならぬのだ

蚊に困る 追々秋近くなるので蚊の刺すのが鋭利になつて痛い位だ殊に公会堂でも其他の収容所でも皆日中でさへ藪蚊が奇襲を試みることがあるので俘虜
将校の面々はどうかして之を防がうと考へたがマサカ鉄條網や鹿柴を用ゐる訳にも行かぬ、だから暑いのを堪へて下着のボタンなんかはキチンと
仕舞ひヤット防いで居るが足の先は靴下を透すので仕方なく特に日本の足袋を穿いて見たがこれさへ刺通して実効があり難いと大コボシで先生
等大に困つて居るとのこと

エキス光線受検 バラックに収容中なる負傷俘虜中に弾丸等の其体内に籠り居るの疑ひある兵卒が五名あるなればエキス光線で捜査する為め和田軍医と看護婦人
一人付き添ひ護衛兵二人を附して本日午後五時出発善通寺へ連れ行き同光線の検査を受けた上来る九日帰所するさうな

宣誓式執行 去七月廿七日卅一日両日バラックへ収容した将校一名、下士二名、卒十名に対し一昨日新任委員長河野大佐は宣誓式を執行した、其宣誓と云は曽

て本紙にも記載せし俘虜心得を読み聞かせ之を遵奉すべき事を誓ふものなるが従来は単に読み聞かすのみで署名等はさせなんだけれど河野大佐
就任初めての宣誓で之れが署名を為さしむる事とした、而して仝日の宣誓には重傷者五名を除き少尉ビヨートル、ナグローフ以下下士二名、卒五
名に署名せしめたので其中一名は自署することの出来ぬのかあつてこれは他人が代筆し自筆で十の字を書した之れは我国の実印に代ふべき効力
のあるものぢやげな

退院と入院 バラック収容中の卒一名全治して昨日退院勧善社に移り公会堂に居た従卒一名入院した

団扇を贈る 菊池軍医監の令夫人菊池知子女史はバラックに収容中の傷病者一同へ美麗なる団扇各一個宛を昨日贈与した

M37.08.10 第二十四回俘虜着松 去る六日午后十時過ぎ又々三名の俘虜が到着した、これは普通の俘虜でなく皆旅順口に居たので其一人は予備騎兵少尉で文才のある武人よりは文
士として成功して居る男、一人は法科大学生で軍事通信係りをして居る男、今一人は巡査ださうなが此三名はステッセル中将から或る特別の任務
を受け死を決して支那ジヤンクに乗りマンマと旅順を抜け出さうとした際我水雷艇に捕獲せられたものぢやさうな、処で此三名は斯く特殊の事情
付だから他の俘虜と別に扱ひ特に閉鎖中の大林寺収容所を開けて同所へ収容した

第二十五回俘虜着松 一昨日も又た一名の俘虜が到着した、これは頗る重傷者だから汽車の乗降等すべて担架を用ゐ城北バラックへ収容したのである

菊池軍医監談片 記者は一昨日バラック俘虜収容所に陸軍々医監菊池医学博士を訪ふて二三の談話を試みた節、博士は次の様なことを語られたのであつた▲昨日の
お社の新聞に愚妻が俘虜の病人に団扇を遣つた様に書いてありましたがアリヤ間違ひです、全く元松山衛戍病院附一等軍医菊池蘇太郎君の細君チ

カ子が贈られたもので私の妻ではないのですから願はくは正誤をして置いて貰ひたいものです、チカ子は軍医が出征中にも拘はらず篤志看護婦人
として時々来て下さるので親しく俘虜の情況を知つて居られるから此暑さで団扇の必要なことを気付かれ皆に一本づゝ持つて来て下さつたので
す、全体是なんかは目立つた寄贈品ですけれど此以外篤志看護婦人諸氏は常に花卉の類や果物なんかを少しづゝ何遍にも持つて来て慰籍をつとめ
られて居る、のみならず諸氏は皆身分ある令嬢や細君の事とて俘虜等が本国に残しある妻や娘や将た母姉妹の事をも思ひ浮べて日本婦人は斯くま

でに敵の我等に仁慈なるかと身に染々と感じ喜び形而下の慰籍を与へることが実に非常であると私は内心大に喜んで居るのです、ハイ御承知の会
長山中少将の奥さんは忌中で引籠つて居られるけど菅井さんの奥さんは時々来て監督されて居ます▲（省略）▲御承知の露國軍医正（俘虜と共に
バラックにあるもの）は全体眼科専門の方ですが跡から来た軍医は外科ですから大変都合が宜しいです、盲目に見て貰ふたとて何にもならぬが目
の明いた者に見て貰ふ程嬉しいものはなく彼等は熱心に手術を見て呉れ自分等も帰国の後は具さに復命するとか又自分で実見した様な手術を遣

つて見やうとか云ッて居ます、また俘虜が僕等我々を信用して呉て居ると云ふても扨実際手術を施す場合には其痛みのため或は惨酷な取扱ひでも
するかの様に邪推するのもある様ですが斯く自国の軍医がチヤンと見て居つて呉れて直接此創痍は斯々の手術を受けねばならぬものだとか斯る
大手術を受けたら凡そドレ位の苦痛を感ずるものだとか充分言聞かして呉れるものですから至つて好都合で我々は其仕事の上に大邊便利を得又
ハヅミになつて余程都合が宜しいのです

下女のポチ三円 俘虜将校が三津へ遊びに行くときはイツモ小富士亭で休憩する、人数の多寡にも依るけれど其際大抵一回七八円から十円少うて五六円を散財する
さうながこれは重にラム子、ビール、鶏卵、林檎の様なものに使ふのだ、そして小富士亭の下女には何人居ても皆の仲間から一回三円の纒頭を遣
ることに殆んど極つて居り下女は其三円を適宜に分配するのぢやさうな

陸軍通訳 第十一師団司令部付通訳官檜枝和七、神谷薫の両氏は八日来松三番町城戸屋に投宿
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M37.08.11 慰問者 (省略)
通訳来る 姫路俘虜収容所附であつた通訳官檜枝和七、同神谷薫の両氏は今度松山収容所附に転じ一昨日来任檜枝氏は公会堂詰、神谷氏はバラック詰を命ぜ

られた、で是迄公会堂及び妙清寺受持の竹田爾左衛門氏が大林寺雲祥寺受持に代り雲祥寺、大林寺受持ちの八木明昌氏が妙清寺勧善社受持に代つ

たさうだ

雲祥寺近状 松山萱町雲祥寺収容所の近況を聞くに仝所には目下百十一名収容してあるが其内訳は波蘭人が九十三名リトワ人が十五名独逸人が二名である、そ
して中に一名の下士があるこれは音楽隊で非戦員だから上等兵を班長にして居るさうな、此音楽隊の下士はバイオリンの妙手ださうなから誰か之
を貸与して慰めて遣つたら好からうと思ふ只に同人一個の楽でもあるまいから、祈祷には仏人シヤロン氏が毎日曜日に来るさうな

患者帰る エキス光線受検のため讃岐善通寺へ赴いた負傷俘虜五名は一昨日恙なく帰来した

新来の俘虜 一昨々日来松バラックに収容した重傷俘虜は歩兵曹長で海城の南方六里の処で捕獲せられたものだ、又た六日に来た三名の俘虜に関して尚ほ聞く

が儘を記さんに予備騎兵少尉ボリス、タゲーエフ（三十四）は元来が聖得彼堡で発行する有名な新聞雑誌記者だから戦端開けて出陣の後も戦報の
通信を依頼され軍務の余暇に通信事務に従ふて居たのださうで仝人は南山の激戦に左足負傷し旅順へ逃れて療養中大分治癒したものだから前号
記載の如く択ばれてステッセル中将より重大任務を授けられ七月二十二日日本艦隊の包囲を脱して營口へ向ふべくジヤンクに乗つて漕出した処
を捕へられたのだ、而して其ジヤンクに仝乗して居つた法科大学生フイリップ、クープチンスキー（二十三）も矢張り新聞雑誌の戦時通信員で大

学生の証明書なども所持して居る仝人は別に任務を帯びて出たのではなく旅順に居ては一向戦況を報ずることが出来ないので此冒険なる少尉と
行を共にしたのであるさうな、又同乗の巡査はアフヒーゲン、スピーツインと呼び予備一等軍曹だけれど未だ軍務には就かず依然巡査として大学
生を警衛する為に同乗して居たのであるらしい

第二十六回俘虜着松 下士以下九名の俘虜は昨日午前十一時宇品を発して高濱に着、直に入松収容された筈である

M37.08.12 上戸と下戸 大林寺収容所に居る例の予備騎兵少尉タゲーエフは非常の酒好きで小男だが之に反し同行の法科大学生クープチンスキーは下戸で非常の大男だ、
少尉がビールや葡萄酒を飲み始めると大学生はイツデも茶の中へシコタマ砂糖をボツ込んでガブリガブリ煽つて居る、そして大学生は大●語にも
巧みなれば日本語も行ける男だから手真似交りの日本語で此男（少尉）は御見かけ通りの酒好きだから斯く小男だが僕はチットも酒を飲まぬ故此

通り体が大きいのだと威張つて話して居た

イヤ結構です 右の両人は大林寺に入ると直ぐに気に要つたのが仝寺庭園の景色及び遠く西山邊の●●で無上の悦に入つて居る、で俘虜委員の監督将校から君方
は多少窮屈かも知れぬが暫く此処でお忍び願ひたい今に一番町の新収容所（大林区署跡）が出来たら其処へ御案内をするからと挨拶したらイヤ御

配慮難有いですが此景色を見ると中々此処が去り難い実に結構ですと云ふたげな

返信続々来る 露國俘虜兵は初めて松山へ収容せられると直ぐ其郷国へ音信することは皆が皆然うであるが其第一回の音信が着いてからの返書が此頃続々到来
して居る様子だ、そして彼等が手紙を出す時分には皆何処何処の収容所に居ると云ふことを書いた故手紙の宛名がソレで来るけれど収容先は常に
異動があつて先日の様に三百五十名も讃岐へ送つては誰が何処に居ると云ふことが一寸判明せぬので係り官は大に困つて居るさうな、因に俘虜中

の独逸人に宛てた六月二十日ベルリン発のハガキが七月三十一日に当松山へ到着した

傲慢少尉の執拗 彼の衛兵殴打事件謹慎処分に処せられた俘虜少尉ラザレーは出檻後公会堂に起居して居るが彼は爾来少しも改悛の模様なきの●か愈よ益す傲慢
で殆んどヤケになつて居るらしい、一昨々日の事であつた記者が公会堂行て居つて彼は瓦斯竪縞の日本服を着し四肢顔面に疥癬●の腫物の出来て

居る長躯を事務室に運び目下バラックに居る自国の軍医正に診察を受けたいと申し出た（其実は診察より面談であるらしい）元来仝軍医正は是迄
にも一切診察をせぬのみならず普通俘虜将校の診察は衛戍病院で行ふことになつて居り又彼が仕出かした殴打事件以来個人としてバラックへ行
くことも禁じられてあるのだから其旨説●かしたけれど彼は却々執拗頑固で衛戍病院へ行こうとすれば通訳の手数を煩はさねばならぬ夫よりは
自国人に診て貰へば言語が通じるから便利だとか、我は罪人でないのに何故束縛するかとか、●●しても許さぬでも是非行くとかシタヽカ無理を

言出したので廣木大尉は竹田通訳を介し何も束縛●●のではない衛戍病院で診断の結果バラックへ●●●があれば遣りもする又如何に通訳の手
数●●しても夫は心配ない個人でバラックへ行くことは衛戍司令官から差止めてあるのだから絶対に出来ぬと諭したところ彼は眼をクリクリさ
して立腹し果ては通訳を誹謗する様な言辞を放つたとは実に無礼極まる男でないか
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新来の俘虜 前号記載一昨日来松の俘虜は都合十一名で其内訳は将校一名、上等兵一名、卒九名（内死屍一名）である、これは某地方面数ヶ所で捕獲せられた
ものだが初めは久保丸でダルニーを発し宇品へ着くと敷島丸に乗替へ一昨日午後七時頃高濱着夫より汽車で古町駅に着したのが八時五十五分で
仝所から人車を雇ひ将校は健康者だから公会堂、其他は負傷者だからバラックへ収容された収容の終つたのは恰ど夜の十時頃であつたとさ、而し
て其将校と云ふは歩兵中尉ニコライ、ヤキメンコと云ひ七月廿八日に大北山附近で我第○○師団第○○○連隊の為に生擒せられたものださうな

死屍の始末 前項の死屍と云ふは赤痢患者でまだ久保丸に居る頃宇品へ入る前に絶息したのだから宇品停船中に寝棺へ入れて石灰で詰て敷島に移し当地へ送
つたのだが到着すると無論汽車汽船とも敷藁は焼き室の内外は昇●水を吹く等充分の消毒をした上で死体はバラックの死屍室へ入れたのである、
日本人だと赤痢患者の死体は皆火葬にすることになつて居るけれど彼等の方では習慣があるだらうし直に火葬に附したら惨酷な取扱ひでもする

様に感じても行かぬからと其邊の事を取調べた上で本日あたり埋葬するだらう

第廿七回俘虜着松 昨日も亦二十二名の俘虜傷者が午前十一時宇品を発し午后高濱に着船入松の上バラック病室へ収容された筈である

台命下る 日本赤十字社総裁宮殿下は同社愛媛支部長菅井知事へ宛て目下松山のバラックにある俘虜傷病者が暑気に付ての経過如何を親しく取調た上報告

するやうとの 台命を下されたさうな

M37.08.13 貴公子のダヾ 露國内務大臣ブレーウエ氏が暗殺され其後任に推されたけれど辞退した内務次官●●●顧問官フオンワール氏の子息ウイルヘルム、フオンワール
と云ふのが俘虜になつて松山に来て居ることは記したが仝人は屡ば記す如く所謂金鞍の貴公子だけに坊ッちやま的ダヾを捏ねることが多く最初

衛戍病院に収容され傷所が癒えて公会堂に移される時もダヾの捏ね放題に持余したことであつたが先生は近頃又無理な注文を持かけた、夫は外で
もない性来チト僂麻質斯の気がある男とて度々道後温泉に行きたいのだけれど近頃は通訳の交●や監督将校の多忙等で少し遠ざかつて居るもの
だから何うかして連れて行て貰ひたいと思ひ一策を案じて此公会堂には庭先に水質の悪い池があるので何分にも室内に水気が多く夫がため脚気
工合が悪くてならぬナニモ自分ばかりが悪いのではなく仲間は皆脚気の気味である、其療法には温泉入浴が随一だから何卒度々道後温泉へ入浴さ

せいとの要求である、無論室内に湿気があるなどゝは一の口実に過ぎまいけれど念のため試験して置かねばならぬから一昨日衛戍病院の伊藤軍医
は吉原薬剤官と共に公会堂に出張し其実否を試験したさうな

素肌に甚平 外国人は可成人に素肌を見せぬ習慣があるため俘虜将校等が浴衣着でゾンザイに身を屈して居る時でも●衣（しやつ）を着て居ぬのは殆んどない
位だのに右のフオンワールに限り肌着もヅボン下も着けずに猿股の上に黄ビラの甚平様のものを着たぎりで全然米屋の番頭宜しくだ、だから身体

が透て見えるのみか豹先や腕などは全出しになつて居ることがある、因に同人は既記の通り独仏英墺の四国語に通じて居る以外熱心に日本語の研
究をして居るので此頃は大分進歩し一昨日記者が公会堂を訪ふた時分にも「何か珍らしいことはありませんか」と問ひ側を通る際には「御免なさ
い」など挨拶して居た

新来の俘虜 一昨日来松の二十二名の俘虜は何れも下士以下で負傷者だから城北バラックへ収容したのだが宇品からは那智川丸で午後三時十分高濱着、桟橋か
ら上陸さして久保田の待合で休憩させ四時二十九分仝地発の臨時汽車で入松し重傷者は担架、軽傷者は人車で五時十五分にバラックへ運ばれたの
である、当日は河野委員長も高濱へ出張した

露國軍医正等を招待
す

来松中の印度侍医バイラマール氏は一昨日菊池軍医監、馬島軍医正、津下松山病院長及び城北バラックに収容中の露國赤十字社医員ルシーコーフ
及仝國軍医正シレエツヽヲーケイサリーを其の寓ブライアン氏の宅に招待して洋食の饗応をした、而して矢島通訳は右露國医員等を引率して共に
其招待に応じ談話の間に通訳の労をとり散会したのは午後九時頃であつたさうな

死屍埋葬 再昨日柩に収めて到着した赤痢病死者露國狙撃歩兵第十六連隊の兵卒パー井ル、ラーチツク、チエマヘー井ケの屍は一昨日午後五時仝所死体室に

於て埋葬の式を始め六時を以て読経を了り仝七時温泉郡御幸村山越の陸軍共葬墓地に埋葬した、而して仝式には本派本願寺軍隊布教師日高純諒氏
も会葬し又平常祈祷の為め俘虜収容所を見舞ひ居れる彼の俘虜信仰慰安会の鈴木九八氏も之れに会したさうな、又戦友として法隆寺に収容中の健
康兵卒十三名も参会した

退院 再昨十一日に兵卒六名（露本国人五名、韃靼人一名）一昨十二日二十三名（露國人十一名、波蘭人一名、猶太人一名）バラック病室から退院した
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M37.08.14 河野俘虜委員長談片 今度松山の俘虜委員長に選任せられた騎兵大佐河野春庵氏を過日堀の内の俘虜収容所本部に訪ふた時大佐が語られた内の一二節を今記臆から喚
んで記して見やうなら▲ヤア是は初めてお目にかゝります……私も斯様役目を命令られやうとは思はないでドウモ意外でした、何も勝手が分らな
いものですから昨今最初からの日誌を調べて居るのですが……ハア近頃は陸軍士官の学科中にも国際公法なんかゞ加はりましたが我々の時代に
は左様ものは些ともなかつたから実は今松澤君から公法を借りて読んで居る様な次第です、戦術なぞの研究は趣味があつて面白いですけれど斯様

書籍はドウも面倒臭くてつまらないで困るです▲私は本年一月から五月まで清国漫遊を遣りまして子、南清から北清に入り深く満州地方跋渉の積
りでしたが何分戦争の為め目的を達することが出来ず引返しましたが実に残念でした、俘虜のお話はまだ出来ないですが清国事情は可なり詳く調
査して帰りましたから又夜分にでもお入来なさいお話しを致しませう、ハァ出淵町の木村家を借ましたから……▲本県は随分軍人の多い処でして
秋山少将なんか大変都合が好い様ですよ、天津でも今に評判が宜しいです、故黒川中将……ハァ閣下には永く御世話になつて居たです▲私は岐阜

県のものですが御当地には菅井知事や西田書記官や其他存外●来の知己が多いので誠に好都合です▲東京に居る頃露國の将校等とも往々交際し
ましたが皆な相当の品格を備へ畏敬するに足ものがあつた様に思ひますに此地へ来て俘虜将校を見ると全然品格に相違がある、先日も或る俘虜将
校の一人がステツキを持つた儘ツカツカ此奥の室へ這入らうとしたから悪く言つて遣つたのですがドウモ彼等の品性の劣等なのには驚きます▲
ハァ彼のミルスキーですか、また何とも処分にはならないですが結局謹慎でせうよ将校には営倉と云ふ刑がないから……目下或る計画中ですから

夫が出来上つたら表向の処分になりませう、彼は気がドウモ変ですから滅多なことも出来ますまい…………

面会慰問者へ注意 元来俘虜の慰問面会日は毎週月、金両曜日午前九時より正午まで（病室は午後一時より四時まで）と定められあるに慰問面会者は何日何時でも出
かけて居る、これは収容所委員の事務敏捷を欠き夫に困る処だけれど折角なればとて一々之を許容して居たが以後は一切謝絶するさうな

新来俘虜の談 を聞くに彼れ等は某地背面○○山附近の激戦で捕虜となつたそうだが目下○○○には糧食は欠乏を告げ日本軍はグルリを取り囲んで所謂四面楚
歌といふ有様で兵員は極めて少数になつて居るさうな、これは俘虜同志の雑話中に斯う云ふことを話して居たのだ

台命を奉じて視察 日本赤十字社愛媛支部長菅井知事は既記の如く 総裁宮殿下の台命を奉して一昨日午前十一時より北練兵場バラックに於ける俘虜患者の模様を

親しく視察した

M37.08.16 生血のある間は敵対
す

例の逃走大尉ミルスキー●●●●●の処分に至らず目下松山俘虜収容所内の一部に只だ一人収容され居るさうで俘虜委員長河野大佐は時々彼に
説諭を与へて居るさうな、処が彼は中々気概のある男で予ても記した通り捕獲当時に我が軍団長に向ひ屹度逃げて見せると広言した位のシレ者な

れば容易に委員長の説に服さず「自分は国を出る時誓つたことがあるから一度武運拙く俘虜となつたからとて決して此儘に思ひ止まるものでな
い、此ミルスキーの体内に一滴でも生き血のある間は敵対行為を止めぬから左様思ふて居つて貰ひたい」などキツパリ云ふて居るさうな、而して
彼が斯く広言を吐き又逃走を企てたりする一つの原因は平和克復の後本国へ帰つても天晴賞辞に預りたく俘虜となつて後までも然く勇敢なりし
かと思はしむる一つの方便ともなるからであらうと推測しられる節があるげな

逃走者中の下士卒 ミルスキーに唆かされ共に逃亡を企てた他の四名中従卒と炊事兵とは凡々者でホンの御供したるまでなれど士官候補生（伍長階級）パーノフ及び
外一名の一年志願兵はこれ亦随分気概に富だ男で中々強ばつた男ださうながまだ年が若い丈に少し高尚な質問には一向答が出来ぬげな、此四人は
目下連隊内営倉に居るのである

敦賀丸の跡返り 御用船敦賀丸は一昨日第一軍の俘虜六十一名を搭載し第二師団第二十九連隊の後備隊が十名で護衛し仝日午前六時宇品を発し十時頃高港に安着
した、其通知を受けた松山収容所はバラック病室に之を通知し担架衣服万端の用意をして和田医員長は通訳官を隨へ受領委員としては松本特務曹
長が護衛兵六名を引率して仝処に出張し仝船が入港すると直ちに船中に赴き調査した処傷病兵と思ひきや何れも健康兵であつた、予て本月一日よ
りは将校と負傷者の外は当松山に収容せぬ事となつて居るのに此六十一名の入港は何かの行違ひであらうが何にもせよこれで収容の手続を中止

して宇品の方へ電信で交渉の結果午后二時四十分頃遂に送り返す事に決して船は跡返りして出帆した▲（省略）▲此俘虜がどう云ふ訳で斯く行き
違ひを生じたのかと質して見ると此六十一名は初め皆負傷者であつて捕獲以来遼陽邊門患者療養所に収容し七月三十日治療退院の上安東県兵站
司令部へ引続き八月八日仝所で敦賀丸に搭載し内地に向け後送したのだから矢張り負傷者の取扱ひとせしを以て扨こそ当地へ来たのぢやげな▲
右の次第で負傷者でないことを認むると同時に出張の医員通訳官受領委員の一行は宇品より送り返へせとの返電あるや午后五時頃一同同所を引

払ふたのであつた
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M37.08.17 第二十八回俘虜着松 負傷俘虜兵三十六名は昨日御用船芳野丸で午前五時五十分高濱に寄港した、松山俘虜収容所よりは受領委員として松本特務曹長、澤村会計書記、
護衛兵若干、松山衛戍病院よりは伊藤軍医、バラックよりは矢島通訳、看護人若干出張して其受取り方に着手八時●分全く陸上げを終り御芳野丸
は直ちに解纜多度津に向ひ出帆した▲其搭載してきた俘虜は兵卒計りで重傷者が二十名、軽傷者が十六名で所属は東部西比利亜狙撃歩兵第十三、
仝第三十五、仝第十●、仝第二十八、仝第十二の各連隊で第十三連隊の●●大部分を占めて居る▲彼等が捕獲された地は何処ぞと問ふて見ると干

大山で七月卅●日に我が歩兵第○十○連隊と第○連隊との為めに捕獲されたので第○師団第二野戦病院に収容の●本月六日営城子患者収容所に
護送され青泥窪兵站病院へ収容中仝十日内地に後送される事となり御芳野丸で我が負傷兵と共に到着したのである▲●●に我負傷兵の事も書く
事にしよふ仝船に仝乗せし我が負傷兵は約○○名で宇品に上陸したのが約○○名、丸亀に送つたのが○十○名で第○○師団の下士卒であつたらし
い▲俘虜の重症者は皆担架で運び軽傷者の中にも左足を貫通した者が二名あるが二名とも跛で独歩する事が出来ぬので仝じ軽傷者中の二人の肩

に縋つて運ばれた、●●人は足胛を傷けて居るがまだ碧血が点して居るのも有つた又た胸部を傷けて居るのも同じく●●掛りて漸く貨車に日覆を
したのに乗せて貰ひ●●で高濱を発したのが九時四十分、古町駅に着したのが十時過ぎでバラックに収容したのは十一時三十分頃であつた

兵卒に散歩を許す 是れまで俘虜の散歩は将校[に]限つてあつたが今週から各収容所交る交るに一[週]一度づゝ兵卒にも散歩を許す事となつた、其の●域は松山市街及

び其附近二里以内の地であるさうな、処で一昨日其第一着を法龍寺から始めたが時間に制限があるので遠方へも行けず東監督将校は伊崎通訳と共
に之を引卒して午前九時頃出発●石手川堤防へ赴き林間を散歩して四十分位づゝ●休憩を与へ正午前帰所したが彼等一統無上の喜[悦]であつたと
は左もあるべし

俘虜百余名新たに来

らん

第二十九回目に松山[に]来るべき俘虜は将校以下負傷者約百卅六名で多分今明日中には来るだらう、此俘虜は重に旅順方面の俘虜であつて中に

[は]海軍将校も加はつて居るさうな

俘虜五百名次で来ら
ん

又聞く処に依れば矢張り[旅順]方面の俘虜五百名がコヽ数日中に着松することになつて居るさうな

負傷俘虜一千名を収
容せん

両三日前陸軍省医●から松山衛戍病院へ宛てゝ近日中に負傷俘虜一千名を送るに付其準備をせよとの電報が到来し又第十一師団経理部へも陸軍
省から同様の入電があつたさうな、で急いでバラックを増築することゝしすでに工事に着手はしたが迚も間に合ふまいから差当りは大林寺及び山
越地方の寺院を臨時俘虜病室に使用することになるだらう、増築するバラツクは差向き五棟丈を現在のものゝ北側へ建ることにして着手したのだ

が続いて十棟を其東側へ建るさうで師団経理部からは一昨日技師が出張して設計中だと云ふ、これを見ても旅順の陥落が最早旦夕に迫つて居るこ
とが想像されるであらう

M37.08.18 散歩と入浴 公会堂に居る俘虜将校五名は一昨日久しぶりで道後温泉入浴に出かけた、又大林寺収容の特別俘虜（？）騎兵少尉組三名は同日高濱方面へ行き親
しく風物人情等を視、バラック入院中の将校数名も同日三津濱地方へ遊びに出た

患者収容車 現在の如く担架又は腕車で負傷者●●●るのは甚だ不便であるから松山収容所では今●其筋へ申請の上患者収容者といふを調製するさうな、不日
製造に着手するだらう

聾連隊長谷間に隠る 公会堂収容中の有名なる[大佐]第四連隊長子ルチヤンスキーが得利寺の戦役に捕獲されし当時の模様に就て本人は頻りに[大言]壮語を吐き居るさ
うだが実際当時の模様を視●●人より聞く処によれば彼れ老大佐は我が第十●連隊第七中隊の為めに乗馬を打たれ部下十名と共に退路を失した
るより詮方なく谷間深く身を隠して夜に入るを待ち逃出す積で彼の大きな身体を●●●●●胸をドキドキさして居た時同中隊のた●●●はされ
てマンマと取押へられたものぢやげな

死を粧ふて捕獲を免
れんとす

松山出身歩兵少尉稲生田正央氏は第○師団第十○連隊第七中隊の小隊長なるが得利寺役に勇戦奮闘し前項の如く聾連隊長を捕獲せしばかりか尚
ほ獲物あるは必定と●●所々捜索中稲生田少尉は部下を引連れ捜す●●フト傍への溝中に敵の将校一名が倒れて居る●●を発見しツカツカと近
いた処彼は恰も死人の如く装ふて居たけれど其実戦死でないことを認めて●中から引摺り上げ難なく取押へた、これは聾大佐の部下で稲生田氏と
同じく小隊長の少尉であるが頭部に些々たる擦過傷を受けて居るぎりで●●くして居るのであつたとさ

今日来るべき俘虜 前号に予報した百余名の俘虜は昨朝到着分とは別でこれは昨夜中に着船しなかつたから多分今朝は来るだらう
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第二十九回俘虜着松 日本赤十字社病院船弘済丸に搭載して昨日午前六時十分に高濱に上陸した俘虜は将校二名（内一名は衛生員）、下士軽傷四名、兵卒重傷十七名、
軽傷十六名、都合三十九名で其内担架を要するもの十六人、人力車を要するもの廿一人、輸送車を要するもの一人との●●地よりの通知であつた
が実際歩行し得るものが七名あつた▲之を受取りに出張したのは委員●●少尉と武田通訳官及び兵卒六名でバラックよりは馬島院長、高橋医員、
河合看護雇員等が赴き弘済丸に乗込んで受取りの手続きを了し上陸を終つたのは八時十八分で古町駅へ十時十七分に着し夫れ夫れ収容を終たの

は午前十一時で将校は第一二室下士卒は四五の両室に分収した▲将校の一人は一等大尉で名をコーブラノーフと云ひ急性腸加答兒で負傷者では
ない其所属隊は狙撃歩兵第一連隊と名簿には記してあつたが自らいふ処によると●第百十二連隊附だそうな、又一人の将校は衛生員でポッポウイ
チといふ二等軍医である而して下士以下の所属は百二十四連隊、百三十四連隊等ださうな、因にいふ狙撃隊なるものは西利亜兵で北清事変の比よ
り付けた名で本国の連隊には狙撃の名を付したるものないのである▲扨此俘虜は何処で捕獲したものかと聞くに摩天嶺附近のが重もだが楡樹林

のもある様子だ、そして此等は皆鳳凰城兵站病院に収容してあつたものだが安東県から搭載して仝地を本月十日に出帆して来たものぢやげな▲序
に云ふ弘済丸には我が負傷兵を載せて来たのだが其数は計○○で夫れは皆○○○○○軍中の近衛、第二、第十の三師団の兵で将校も二名乗つて居
た其多くは門司に寄港して上陸し残りは宇品へ上げる筈で俘虜揚陸後宇品へ向つて出港した

M37.08.20 リユーリツク号の俘
虜来る

前号所載の如く上村艦隊の為めに韓国蔚山沖なる対馬水道附近にて撃沈せられた浦盬艦隊中のリユーリツク（一等装甲巡洋艦）の乗組海兵にして
我艦隊に救はれた六百余名の内の負傷者は最重傷者若干を残じて将卒百五十四名は病院船西京丸に搭じ佐世保より転送されて昨日当松山へ収容
された左に項を分つて其景況を記さんに

佐世保に於ける彼等 蔚山沖の海戦があつた去十四日正午頃汽船西京丸は或る地点から佐世保へ帰つて来ると対馬からリユーリツクの俘虜を連れに来いと云ふ電報が

かゝり直に対馬に赴いて収容し帰り一応佐世保海軍病院へ入れて治療し輸送に差支へなきものだけは当地へ送ることとなり再び西京丸へ乗せた
のである、同船は十七日同地を発し●●地へ向ふたのだが航行中都合三回船中で彼等に手術を施したさうな、因に記す之等の俘虜は我が艦に収容
せられし当時別段に恐怖の念を抱ける風なくすでに前俘虜が何れも案外の待遇を受けて居るのを伝聞し居るものゝ如く中には寧ろ俘虜となれる
に安心し褥中に入りて直に熟睡するものもあつたとさ

西京丸の高濱入港 収容船西京丸は一昨日午後三時高濱入港の予定であつたから松山俘虜収容所より委員長河野大佐、馬島軍医正、伊藤軍医、吉川中尉等通訳官二名
衛兵若干と共に高濱小富士亭に出張し県庁側よりは西田書記官、三宅参事官、●●警部、古川県●等皆二時過に仝地に到り着船●しと待つ内白塗
りに青筋を入れた汽船は三津の方から徐々に入港した、是ぞ病院船西京丸であることは煙突の赤十字で問はずと知れた、三千噸近い大船だから桟

橋へ着くことは出来ず桟橋の北方沖合へ碇泊したのは恰も四時頃であつたらう

揚陸の模様 は前来と格別大差なく船が碇泊するのを待受けて小富士亭前を出た艀船は病室詰の俘虜委員や軍医や参事官及び林三津署詰警部等を乗せて仝船
に赴き例の如く受領手続を終へ直に揚陸に着手したが就中重傷者若干は担架の儘高濱駅に運び大部分は或は戦友、人夫、看護卒の肩に倚り或は単

独に一応久保田の待合所で休憩させた、休憩中温泉郡兵事会は例に依り砂糖茶と煎餅とを給したのであつた

休憩中の祈祷 今回は特に今までに見ぬ例が一つある、夫は揚陸早々祈祷を行ふたことで彼等が●●揚陸を終るや是より先き待受け居たる俘虜信仰慰安会出張の
司祭鈴木九八氏はカバンから取出した聖像を休憩所の柱へかけた、すると彼等は皆一様に帽子を取り衣服をあらため一斉に姿勢を正し司祭から委
員長は河野と云ふ大佐であると云ふことや自分は斯々であると云ふことや簡単に挨拶して彼等に安心を与へ祈祷にかゝつたが彼等の信仰心の強

固なことは非常なもので司祭が祈りの辞を述べると引続き一斉賛美を称へ絶えず右の手で●の十字を描くのであつた、祈祷が済んだのは恰も六時
頃であつた

バラック収容 斯て担架や徒歩で停車場に抵り重傷者は有蓋貨車に其他は普通客車に乗り委員等同乗六時四十分高濱駅を発して古町駅に着し再び担架や人車で

以て城北バラックへ収容し終つたのはすでに日がズンブリ暮れ果てた九時を過ぐる頃であつた

彼等の服装と容貌 彼等は皆な真裸で海中に飛び入り浮泳して居たのであるから愈よの無一物が多く何れも海軍病院給与の白衣を着し帽子は黒の露國水兵帽もあつ
たが縁広の麥稈帽もあり中には帽子かなくて手拭で冠被りして居るのもあつた、足具は赤革の短靴もあつたが其の多くは日本製の藤倉草履を穿つ

て居た、夫から彼等は陸兵に比して概ね骨格逞しく大兵肥満のものが多く将校と云はず兵卒と云はず龍や錨や露西亜の国旗や軍艦旗やの文身を惜
気もなく白い腕にして居るのが多かつたのは是迄の陸兵に余り見ぬ処であつた

西京丸解纜 病院船西京丸は俘虜揚陸後同日午后九時高濱解纜直に○○方面へ向け出発した、因に仝船は日清戦役の時奇禍を脱せし有名の紀念汽船なり
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新来の俘虜 西京丸で来た将校は海軍少佐サローフ、大尉ベルフ、仝バハテリーニヨフ、大機関士マルコーウチ、仝トーン、少尉ヤルメルシテット、仝シユリ
ヤーエフと外に衛生員で軍医中監ソルーハの八名だこれに準士官以下百四十六名を加へて都合百五十四名なのである

四十島の釣漁 騎兵少尉タゲーエフの一行が過日高濱へ遊びに行き延齢舘で日本料理を食ふた後舟を僦ふて四十島へ渡つた、見れば多くの日本人が釣して居るの

で物数奇の少尉は自分も遣つて見たいと釣竿調へ針を下げたがなかなか喰はぬ、けれども此臨時太公望は中々熱心で永い間糸を下げてるうちヤッ
ト一尾釣れ上つたので其の喜びと云つたらない、恰かも旅順の包囲軍を一蹴りにしたかの様に雀躍したとは左もあらん

汽車中の奇遇 先にも記した通り此少尉と大学生とは他の俘虜と特別扱とし大林寺に収容して先来の将校等にも一向知らせてなかつたのであるが同日は恰かも
公会堂の将校連も三津へ海水浴に行たのであつて其帰るさ三津停車場から汽車に乗ると図らずも同一列車に高濱駅から乗車した少尉の一行に邂

逅したので彼も此も一時にアッと意外の奇遇を驚いた、そして例の子ルチヤンスキー連隊長は此少尉とは前来から相知ることの深いので其翌日
態々大林寺に少尉を訪問して種々悲しいことや嬉しいことを語つたげな

M37.08.21 大国民の襟度 一昨日着松したる俘虜百五十四名は我が常陸丸に水雷を発射し仝船をして夫が●く悲運に至らしめ其他あらゆる海賊的行為を逞くしたるリユー

リツク号乗組員のことなれば我国には恨み重なる怨敵である、だから数多き見物人中には或は当年の小山豊太郎が飛出さないとも限らぬから多少
心配をして居たのだが昨は憎ッくき●なれども今は着のみ着のまゝ（否其多くは赤裸●）我軍門に降つた以上、所謂一視同仁の憐愍を●へ些の敵
対ヶ間敷行為なかりしのみならず知るも知らぬも直接に間接に之をいたわり遣つたのは我が松山地方民が文明的思想に富んで居ることが表●さ
れ大国民の襟度を遺憾なく発揮したりと云ふべく実に喜ぶべき現象であるとは某軍医の立話しの一節である

彼等の日本語 陸兵の多くは露西亜本国や西比利亜の大陸以外へ踏出したことのないのが多く夫故自国以外の言語は通ぜぬのが多いが海兵と来ると常に各国沿
岸に航通するので普通水兵ですら単簡な日本語位は操ることが出来る、でリユリツクの俘虜海兵が一昨々日高濱に上陸して休憩中其一人が巻煙草
を取出し記者に示して何か訴へるからハヽア火を貸せと云ふのだなと早速自分の吸つて居た煙草の火を移して遣つたら先生チヨツト会釈して「大

きに！」と巧にやらうかし又た或る一人は「アナタみーづみーづ」と訴へるので直に飲料水の周旋をして遣つたのである、斯る現況を親しく目賭
すると少しも彼等が憎いと云ふ感念はなくなつて仕舞ひ寧ろ愍然の情が増すのみである

増築中のバラック 城北練兵場内現在の俘虜病室北方へ目下建増し中なるバラックは都合五棟にしてすべての構造は前来のものと大差ないさうな、昨今工事大に捗取
り来月七日までには完成する筈だ

新に造るべきバラッ
ク

先号記載の如く千名の負傷俘虜を容るゝに足るべきバラック増設のことは其後陸軍省より松山衛戍司令官へも入電あり師団経理部から出張した
技師は実地臨検設計を終へて一昨日帰団したから一両日中に主務省から許可になるだらう、それは病室総数十五棟であつて伝染病室も二倍に増し
事務室、医務室、被服庫等も約二倍に増築し浴室、炊事場、厠其他の附属物が●いから彼是大工事で其十五棟は現在のものゝ東●へズルリと北へ

長く建てるのだ、而して周囲は●●の必要上鎧ひ板を廃して塗壁とし窓も硝子障子を入れるさうだから工費もズット上り五万円位[を]要するだら
うとのことだ

仮収容所の設定 前項の増築バラックは直に着手し大急ぎで遣つても優に一ヶ月以上はかゝるこ[と]必然だ、然も旅順が陥落したる暁にはドシドシ[と]押かけて来る

のだから夫までの仮収容所として山越の八ヶ寺を採用することゝし一[昨]日河野委員長、馬島院長の二氏実地の検分をしたさうなが此八ヶ寺でも
千人の収容は六ヶしいさうだから結局大林寺及び萱町妙圓寺も臨時病室に使用さるゝであらう、因に外側では中ノ川長圓寺湊町正安寺が収容所候
補に数へられあるさうだ、又た大林区署跡の将校収容所は全く準備整頓した

バラックの現員 一昨日午前の調べにかゝる現在の俘虜患者数は将校二十名、下士四十八名、卒四百二十七名、仝計四百九十五名、外に一昨日午後に収容した露國

軍艦リユウリツク号乗組将校以下俘虜百五十三、衛生員軍医監を加へて総計五百八十一名となる尚ほ右の外に衛生部員十二名、従卒九名がある又
癈疾になつたのが五名あるさうな

退院 十八日にバラックを退院した全治者は下士二名卒十名で其内一名は雲祥寺、十一名は勧善社へ収容した

兵卒の教育程度 を取り調べめのは無用の事でない自から文、野の程度を想像する事が出来る、我が愛媛県で此四五年前に壮丁検査の時取調べたのによると県下で
自署の出来ぬのが一二人しか無かつたが俘虜露兵中で自署の出来るものは僅かに三分の一しか無いとは驚き入るではないか

宣誓 日外の本紙にも鳥渡書いた事があつたが従来は俘虜収容後は俘虜心得なるものを読み聞かせるのみであつたが河野大佐が委員長となりて来任後

は其心得書なるものも大に修正を加へ尚ほ宣誓して各自に自署させる事になつたのであるが、新来の百五十四名其外此間中にボツボツ収容した俘
虜に対し今明日の中に宣誓式をする筈だ
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M37.08.23 第三十一回俘虜着松 其後佐世保に抑留しありし浦盬露艦リユーリツク号乗組の俘虜健康者准士官以上九名は一昨日午后五時汽船玄海丸に搭じ佐世保を出発し昨日午
后四時頃三津に上陸直に伊予鉄道列車に倚りて新設収容所一番町大林区署跡へ収容された

大林区署収容所の開

所

造作中なりし松山一番町大林区署跡の俘虜将校収容所は五百余圓を投じて工事全く落成したので昨日より開所し大林寺に居た三名は同日こゝに

移された

リユーリツク号俘虜
の病歴

将校下士の分如左
▲将 校

左上膊左右下腿右手背顔面左側盲管砲創 重傷 海軍大尉 パーウエル、ユーリエウイチ、バステリニコツプ

右頭頂部左拇指根部挫創左下腿盲管砲創 仝 仝 少尉 ヤルメルステット
右前膊盲管砲創 仝 仝 軍医長 ニコライ、ペトロウイチ、ルーハ
左大腿盲管砲創 仝 仝 大尉 セルゲイ、アレクサンドルウイチベルグ
顔面挫創左右前膊右外●部盲管砲創 仝 仝 少尉 アレクサンドル、ウニヂミロウイチ、シリーヤエブ

前胸部打撲 仝 仝 少機関士 ユーリー、ボグダイウイチ、マルコウイチ
頭頂部右前膊盲管砲創右鼓膜破裂 仝 仝 少佐 ミハイル、ステバノウイチ、サーロフ
右眼瞼左下腿砲創 仝 仝 少機士 アレクサンドル、カルロウイチ、トン

▲下 士

右環指小指挫創 仝 仝 上等機関兵曹 アルタモーノフ、アルタモイウ
●部盲管砲創 軽傷 電気下士 コロトコップ
左上膊砲創右大腿貫通砲創 重傷 一等下士 グラコーフ
左大腿盲管及失肉砲創 軽傷 掌梱下士 ウレミエイシ

前頭骨複雑骨折 重傷 二等下士 クリーコフ
右背部皮膚擦過創、右前膊部失肉砲創 重症 仝機関下士 ラップコーフ
外に兵卒機関兵二十六名、水兵八十五名、火夫一名、砲術兵九名、喇叭手一名、中重症七十名、軽傷五十八名

スクリヤレンコの葬
儀

バラックに収容中なりし露兵スクリヤレンコは去る二十日午前八時を以て死亡し二十一日午前九時より仝所死体室の前面なる芝生の上で葬儀を
執行したのであるが在松俘虜信仰慰安会司祭鈴木九八氏仝式に臨みて祈祷を為し尚正宗寺収容所の俘虜兵卒十一名会葬して御幸寺山山越の埋葬
地に埋葬した
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M37.08.25 提灯が間に合ふまい バラックに収容中の某将校先日人に問ふて曰く旅順はどうですかまだ落ちませんか、或人答へて曰く未だしと某は之れを聞き冷笑して曰くさうで
すかハヽヽヽヽヽ日本は提灯行列が流行つて提灯屋が忙がしく其製造が間に合はぬから日本軍も提灯が出来るのを待つて居るので夫故まだ落さ
んのでせうとはコイツ中々味な洒落を遣り居るわい

善家の同情を乞ふ 僕暫くバラック病室の事務所に居たが仝所は頗る事務が多忙で殆ど終日雑務に忙殺され何事も考へる暇がなかつた処が今度勧善社と雲祥寺健康
俘虜収容所に転任し大分心身に閑暇を感ずるので種々の空想が病室患者に就て浮ぶ事になつた病室の患者に就ては毎々新聞紙上に出る事がある
も尚陰微を縫ふて社会に知られざるシカモ大に善男善女の同情を待つことが若干ある僕が病室を転出する時には総患者将校以下三百名近くで各
重軽傷者があつた仮令ば片足の切断を行ひたるもの（五名）片手を切断したるもの（三名）片目を失ひたるもの（三名）或は脳の主要部に銃創を

受けた為め全く失神したるもの或は発音の主要機●部を損じた為め外見上身体に異状を顯さゞるも全く発音の出来ざるもの等数へ来らば幾十種
の不●者が此度の戦役の為めに出来たのだ其内僕が最も可憐に感じたのは両目を失つたものである此の盲目者は目下病室に一名勧善社に一名あ
る勧善社のは露國ミンスカヤ県ノボゴロートスキー郡でニコライレスク、セーウイチと云ふ者で日本暦で云ふと明治三十四年兵で年が二十五歳で
ある彼は農が常業で郷里には兄と其妻と子供三人の家属で僅かに生計を営む位の資産しかないと云ふことである入隊の時は甲種の合格者で入隊

したに相違ない所が本年五月一日九連城附近の戦闘で左大腿と右足と右の目尻から左目に貫通する銃創を受けた其第二の丸の為めに盲目となつ
たのである夫れがバラックにて加療した処過日創傷が全癒して勧善社に収容された処が同所は健康者ばかりで何れも飛だりはねたり角力やツラ
ンプなど種々の遊戯をして殆んど俘虜の境遇を忘れた位に愉快然として楽しく遊んで居るに拘らず盲目先生は終日終夜只横臥するばかりである
余り気の毒故何か彼を慰める物はないかと考へたが吹風琴はどうであらうと思ひ●日一個を購ひ彼れに与へしに彼れは非常に喜んだ乍併彼は今

だ吹風琴に就て一つも学んだことがないと見へ只無意味に吹きて殆んど終日吹き通して居た、シカモ彼が如何に是迄徒然であつたかゞ想像される
其処で僕が世の善男善女の慈仁に訴へて●●盲目、片手、片或は身体の自由を失ひたる俘虜に何か適当なる娯楽、遊戯物を以て彼等の徒然を慰め
る手段と方法を考へて戴きたいのである●●●一歩を進め得るなれば盲目者丈けにても彼等をして帰国後彼等の生活と資とすべき職業を授けふ
ることを得ば彼等の幸福は勿論日本国民は戦場●●である上に不幸不具者に同情心が多く大国●●しながらも敵の不具者に対し戦後の職業を授

くる迄綽々たる余裕があることを敵国否世界に知らしめたいと思ふ因に身体の自由を欠きたる患者は沢山ある彼等は日本の風景画或は其写真に
由り大変に徒然と鬱気を散ずる様である寄送の手続は松山俘虜収容所宛で小包又は直接持参して其意を申出て宜しからうと思ふ（松本直了７投）

新来の俘虜 第三十一回目に一昨々日来松した俘虜は皆リユーリツク号乗組の海軍将校同相当官七名と准士官一名とで
コンスタンチン、ペトローウ井ツチ、イワーノフ（大尉、三十三歳）、ワシリー、シハイロウ井ツチ、テレンチエフ（中尉、二十五歳）、ケーサ

リ、ゲオルギエウ井ツチ、シリング（中尉、二十一歳）、リヤジエン、ルーキウ井ツチ、アロシーゼ（予備中尉、二十四歳、アリフオンス、ア
リフオンスウ井ツチ、ゲイノ（中機関士、二十四歳）、ウラジミル、イワーノウ井ツチ、アーンモフ（艤装係大尉相当、七十際）、ヒヨドル、カ
ルロウ井ツチ、クルズモン（主計中尉相当、四十四歳）、アンドレー、ペトロウ井ツチ、エルシヨウイチ（薬剤医官助手、二十二歳）、ツロフイ
ム、アンドレヤーウ井ツチ、キセレフ（上等兵曹、三十一歳）

以上の通りである而して右の内シリングは華族で男爵の肩書を持つて居るのぢやさうな、又第三十二回目に来た俘虜将校は四名とも第一軍が様子
嶺方面で捕獲したのである

M37.08.26 海軍士官の奇矯 名は聞漏したが目下一番町収容所（大林区署跡）に収容されて居るリユーリツク乗組俘虜将校中の一人が我艦に救助せられた当時上村司令長官は

彼れを其室に招引して種々の物語を為せる内上村中将は一杯のウ井スキーを彼に遣はしたるに初めは如何に感じたのかコップに口をつけつゝも
只聊か其口を湿せるのみで容易に飲下す模様なく大に躊躇の様子であつた、が稍々暫くして何か了解する処ありしものゝ如く急に息をも吐かずグ
ーッと一口に飲み盡して更にコップを高く捧げ今一杯をと懇望したのであつた、長官以下並居る士官も其態度の奇矯なるに殆んど一笑を禁じ得な
かつたさうな、蓋し当初は此無上の饗応に或は何かの疑念を有せるものゝ如く感ぜしものだらう

雇軍楽長 過日バラックに収容せしリウリツク号の将校氏名は記載して置いたがまだ一人漏れて居た之れは士官相当の雇軍楽長シヤーバ、ロテテムンベルグ
ルと云ふもので仝人はウオルチンスカヤ県ドウビンスキイ郡オストローブイ市の住人で仝人の負傷は右下腿左上膊軟部砲片破片創で軽傷である

７ 陸軍歩兵特務曹長。バラック詰の時期の写真が日赤写真帖にある。
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納涼と舞踏 バラックに居る俘虜で稍快復せしものは日暮になるとだらだらぶらぶら病室から出て仝所の囲ひ内を限り散歩して涼を取つて居る其内には両杖
でピヨンピヨン飛んで居るもあり毛氈の如き青草の上にころがつて居るのもあり看護婦の肩に倚つて居るのもある、中に数十人一団となりてその
中に一人音頭をとりて何にやら判らねども極めて奇妙な音で発声すると其ぐるりのものは或は足を左右前後に打ふり調子を合はせて舞踏し又は
下駄を手にして之れを楽器に擬し口もて奇音を発しなどする様は見るからに愉快らしく更に憂苦等の感なき如し、これ等の模様を見んと市の内外

を問はず老幼男女見物に出掛け居る中には弁当携帯で●を傾け居るも少からぬ実況である

風変りの激士官 露西亜兵の中にも随分慓悍な男がある、現に城北バラックに収容されて居るチヽンスキー、バイカルコザツク騎兵第五中隊旗手少尉ヒヨドル、ナ
ゾローフの如きは其好適例である、彼れは年齢二十四歳体格頑健気象慓悍の年少士官で分水嶺の戦闘に我大弧山上陸軍の捕虜になつた者だが其当

時の情況が面白い、彼は朝鮮の平壌邊にも来て居たさうで其時以来或は斥候とか或は偵察とか特別任務のみを引受け曽て一夜も本隊と合して寝食
した事がないと云ふ程で分水嶺の時も其激戦前に彼は部下六騎を従へ偵察に来て遂に我歩兵の追撃を受け最も勇敢に我兵と戦ひ其四騎は戦死し
彼れ亦右の大腿に貫通銃創を蒙つた、だから残れる部下の二騎は両馬の間に急據担架を拵へて彼を後方に運び去らんと其担架の材料を蒐集中其中
の一騎も肩に負傷したのでナゾローフは部下の二騎に己れを棄てゝ退却す可きを命じた、併し部下は容易に聴かない飽く迄も負傷の隊長を扶けて

共に帰るか然らざれば負傷の隊長と共に枕を並べて戦死せんと云ひ張るのでナゾローフは二名の部下に問ふた、「お前等は曽て如何なる教育を受
たのであるかお前等が偵察に出た時は負傷の将校を扶けるが大事であるか又其偵察の報告を為すが大事か」と斯う云つた、処で二名の部下は正直
に答へて「夫れは無論偵察の報告を為すが大事であると教へられました」、此時ナゾローフは大喝一声「汝等の其教育は斯る時にこう役に立つも
のにあらざるか、疾く汝等の負傷の隊長を棄てゝ去れ去つて偵察報告の大任を全ふせよ」と彼は暗涙を飲みつゝ部下を励まし叱つたので部下は漸

やく涙ながらに彼を棄て去り彼は遂に我軍の捕虜となつたのである

隻脚にて戦はん ナゾローフは斯う云ふ変り男であるから彼は中々傲慢不遜で自分は露軍の将校であると云ふ見幕を捕虜になつてからも猶振り廻はし野戦病院に
収容された時も「己は将校であるから兵と違つた食事を持つて来い」と云ふし、脚の全く立たない癖に起上らうと為るし、少し気に入らぬ事があ
れば直ぐに我看護卒を打ち撲ぐる、或時などは病室の窓のシンバリ棒を以て看護卒を撲り付たから三十余名の看護卒等は殆ど彼を蛇蝎視して居た

が彼は一向平気であつた、彼れは夫れ程の男であるに係らず遉がに我軍の歩兵には恐れ入つて「日本の歩兵は化物の様だ」と舌を捲いて居るが騎
兵は頭から馬鹿に為て居て「日本の騎兵なら二人位は自分独で屹度遣ッ付る」と大言して居る夫れから捕虜訊問の時にも「お前は猶日本軍と戦は
んと欲するか」と尋ねたら彼は少しも怯まないで「然り遠からずして捕虜交換の約成らば余の右脚既に負傷す、乞ふ左脚にて戦はん、左脚再び負
傷すとも余が生命のあらん限り飽く迄日兵と戦はん」と答へたさうな

M37.08.27 入院 一番町収容所に居つた海軍中尉ワシリー、テレンテーフは一昨日平病でバラックへ入院した、目下平病で入院中のものは僅かに六名あるばかりだ
さうな

ミルスキー大尉の消
息

例の逃走大尉ミルスキーは其後処分されたでもなくされぬでもなく営倉でもなければ謹慎でもなく第十旅団司令部構内の一室に別荘住居の姿で
あるが彼が頃日我が監督委員に吹いた気焔が面白い、委員某氏が君は何故逃走以前一回も外出せなかつたかとの問に答へて曰く「外出せぬのは何
も不思議でなく我身を顧みて出ぬまでだ、元来我々は戦利あらずして已を得ず俘虜となつたので何も好んで捕はるゝ筈がなく斯く敵国の俘虜たる
ことは実に遺憾千万のことである、或は寧ろ自殺して最後を屑ふせんとは思へど自殺は一種の罪悪なれば其罪悪を敢てせんことも亦忍ぶべき業に

あらず、されば一日半時たりとも俘虜たるは自身一個の耻辱でなく実に我が國家の耻辱とせねばならぬ、それに他の将校等は我が身分をも弁へず
ヤレ入浴だとか散歩だとか外出したがる気が知れぬ」と、又最近の尋問に対し「以後はモウモウ逃走せぬ、日本の山林は如何しても理屈が別らぬ
我々露國の山林を跋渉した者の眼より見れば日本の山林は実に不可思議な山である、だから最早逃走の目的を達すべき見込が立たぬ依て逃走はせ
ない」と云ふから然らば愈よ逃げぬかと云へば「イヤ逃げぬとは断言せぬ、今日でも依然逃走しようと云ふ意志はあるので決して逃走の意志がな

くなつたと云ふ訳ではないから逃げぬと云ふ断言は出来ぬ」と答へたげな、兎も角俘虜中では一種の気骨ある怪男児だ

月を観て散歩 城北練兵場のバラックにある負傷俘虜は従来夜間は病室より出る事を許されなかつたが此程よりの炎暑に堪へ難き為め夜間に於ても仝構内に限
り随意に散歩逍遥して其心を慰むる事としたる為め昨日今日の月明に乗じて思ひ々々に病室を出て三々五々月を観て涼を納れ遊歩して居る有様
はさながら千里の天涯に在りて故郷を思ふの情は如何計りかと側に見る目もいとゞ哀れが催される
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将校と兵卒 は全然区別してあるから夜間の散歩中にも将校は面々に毛布など持ち出して随意に椅子に倚り又は青●を打敷きて互ひに何か物語り打ち興じて
室に出入りするのも更に検束を加へられぬけれど兵卒は九時頃になると看護婦が二人許り提灯を持ち来りて入室を命ずると互ひに相通じて其命
を聞き一時に室に入りて寝に就くのである、そして彼兵卒等が至つて柔順なのには係りの人々等も感心して居るさうな

鐘と呼び鈴 バラックでは此程某寺の半鐘を借り入れたるを以て之れは何にするかと尋ねて見ると近々バラックも増築になり人数も多くなるに付或る場合の
号鐘として構内中央の位置に釣すのださうな、又此頃呼鈴を多数買入れたが之は何にするかといふと患者中に起居言語の自由なるものがあるを以
て之れに与へ置くのである

M37.08.28 一斉射撃に気絶す 敵ながら露軍の内にも前々号に書いたナゾローフや前号のミルスキーの様に慓悍な変り者があるかと思へば又非常に臆病なお話しにならない嘘

と思はれる様な騎兵少尉もある、或時我兵が敵の騎兵隊を前面に発見して是に向つて一斉射撃を試みると敵騎は忽ち潰走して仕舞つたが唯一騎の
み其場に落馬して動かないものがあるから近寄つて見ると確かに敵の将校で何処か負傷したものだらうと全身を検めたが総身に微傷だも負ふて
居ない、連れて戻つて手当を為ると息気吹き返して彼れは全く我一斉射撃の銃声に心臆して気絶昏倒した者であると解つた、是れは誰あらう露軍
の年少騎兵少尉で其名をウルジエンチエーフと云ふ者である、彼は蘇生して後憐れな声で頻りに心臓の病患を訴へるから我軍医に診せるとナアニ

少し心臓が弱い位水など一杯遣れと云ふので水を一杯遣た所が少しく元気になつて来た、彼は訊問に応じて云ふに自分は戦闘に加はる前心臓が悪
いからと頻に軍医に訴へたけれども露軍には将校不足の折柄で軍医診断の結果は此位ならば決して差支へがないと云ふて到頭戦闘隊へ加へられ
たのであるさうな、処で彼は偵察とか斥候とかに出る毎に成可く日本兵の近傍へ近寄ぬ様に出来る丈日本兵の居ないらしい所へ往て支那人を捜し
出して様子を聴く、さうして彼が隊長への報告は成る可く隊長が戦争しない様に戦争しない様にさせやうと思つて支那人が日本兵一箇中隊居ると

云へば彼は隊長へ日本兵三箇中隊居ると報告し日本軍千人と云へば五千人と報告して始終隊長に衝突や戦闘を避けさせて居たと云ふ話しである

殺すのは許して呉れ 此ウルジエンチエーフ少尉は非常に臆病者だから捕虜になつた当時もオロオロ涙で如何か殺すだけは許して呉と拝み又通訳に向つて通訳が居な
いと殺されるかも知れないから松山へ連れて往つて呉れと頼む、日本将校と同じものを食はしても先づ日本将校が食つてからでなければ食はない

と云ふ風であつた、殊に可笑しい事には或時野戦病院で土間に彼等を寝かした時、彼は将校だからと云ふのでアンペラの下に板を敷いて兵と区別
して遣つた所が先生真ッ青になつて如何しても寝ない、何故かと聴くと露西亜では殺す前に板の上に寝かすから夫れだけは許して呉れと云ふ、そ
んなに云ふなら板を取つて遣れと板を取り除けたけれども先生遂に其所に寝ないで通訳の中に潜り込んで大に通訳を困らした事があるさうな

露兵の楽天 俘虜の多くは捕へられると直ぐ「私には妻子があつて露軍では三日帰らぬと戦死の通知を為すから私の戦死しない事を電報なり手紙で国許に通知
して呉れ」と真ッ先に依頼するさうな、又兵卒の十中七八は自分の中隊長位は其名を知つて居るが大隊長以上は知らないで我が将校等が訊問する
と何時でも「夫れは私の軍隊手帳に在る」と云ふ、日露孰れが勝つが好いかと問ふと「同じ神の下に在るから孰れが勝つても好い」と云ふやうな
塩梅、又彼等は戦地に在る頃すでに松山の待遇の好い事を露國新聞で読んで居ると見へ早々松山へ遣つて呉れと向ふから催促する様な風でる、是

れなどは大に日露両国俘虜の相違した点で隨つて日露両軍の軍気に関し其強弱に大関係ある一原因であらうと思はれる

桜井藤野両氏の収容
所視察

来松中の代議士桜井駿氏は廿六日午前十一時より吾海南新聞社ゝ長藤野政高氏と同伴し先づ旅団司令部に松居旅団長並に河野俘虜委員長と談り
夫より一番町、公会堂、妙清寺、正宗寺、法龍寺、バラック等の各俘虜収容所に就て視察且つ慰問せり俘虜は各所とも同様整列して二氏の厚意に
答謝せしが俘虜将校に対しては特に談話を試み或は日軍と戦ひて如何の感ありしかとか或は露艦は何故惨酷にも彼の武装なき金州丸、常陸丸等を

撃沈して多くの乗組人をムザムザ海底に葬りしかとか乃至は日艦は其遺恨重なるリユーリツクを撃沈しながら尚ほ同艦員を救助するに全力を挙
げて慈仁なる行動を為せしが之に就ての感想如何或は終局後に於ける日露両国の国際は如何等の問を発し俘虜将校は夫々之に答ふるところあり
し由而て其答弁の多くは既に先に聴き得たるところに異ならざれども其中一二耳新らしきものなきにあらざれば次号の雑記欄に於て之が紹介の
労を取らん

ウ中佐の本紙閲読 公会堂収容所に居る歩兵中佐ウリヤードフは別項の如く一昨日藤野本社長が視察した時「自分は貴社の海南新聞が閲読したいが無論相当の代価を
仕払うから配達して呉れまいか」との相談をかけたので藤野社長監督将校に一応其旨伝へた処差支へないとのことであつたから「宜しい明日より
配達させませう、而して代価は仕払はるゝに及ばぬ無代進呈致しませう」と答へた、処が中佐は大に感謝の意を表した、で昨日から実行しつゝあ

る
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M37.08.30 第三十三回俘虜着松 一昨々日又々下士以下十一名の負傷俘虜が着松した、これは柝木城方面で得たのであつて赤十字病院船弘済丸に乗せ宇品へ着し宇品からは連絡船
で高濱に送り越したのだ、内一名の赤痢患者があつたからこれは松山衛戍病院の伝染病室に収容し他は城北バラックへ収容した其終つたのは午後
三時頃であつたらう

バラック増築工事 目下城北練兵場内へ新築中のバラック五棟は来月五日が竣工期だが工事意外に捗取りて今明日中には殆んど落成するさうな、又引続き増築すべき
十五棟は今三十日善通寺の師団経理部で入札を行ひ来月差入工事に着手し十月初旬落成する予定だと聞いた

俘虜悉く自炊となる 従来俘虜中の健康者には自炊をさすけれど傷病者は総て収容所の方で賄ふて居たのだか以後悉皆彼等仲間に任すことゝしバラックへは健康俘虜
中で炊事係を置くことになり来月一日から実行するさうな

パンの鑑定 前項の自炊を決行するに就て此際パンの改善をすることになつた、それは従来或る指名した商人からパンを買入れて居たのだが俘虜仲間ではヤレ
品質が悪いとか分量が少いとか様々の苦情があつたから今度は治く購買入札に附し各商人からパンの見本を取寄せた、而して其見本を俘虜中にパ
ン焼の専業家があるので此者に鑑定させ其結果に依つて一斤四銭と三銭九厘の白パン、三銭二厘五毛の黒パンを採用することになつた、で平均三

銭七厘五毛である、是までは六銭幾等のものを用ゐて居たのだから大した減額を見るに至るのだ、四銭のは将校、三銭九厘のは下士卒の食料であ
る、下士卒中には黒パンの方を好むものもあるから扨こそ黒パンをも使用するのださうな

M37.08.31 旅順は陥落するせぬ

の喧嘩

俘虜の多くは旅順は決して陥落せぬと信じて居り若しこれが落ちたら掌へ毛を生やして見せるなど鼻蠢めかして居る中に小部分は終に陥落する

ものと諦めて居る、現に数日前の事であつたバラック収容の将校仲間で又しても旅順の想像談が持上り「ナニ如何に日本がジタバタしたとて旅順
が陥つて堪るものか」と云ふ議論が多数だのに中に両三人「然うは云ふけれど決して楽天主義では居られぬ我輩虚心平気で考へるのにドヽの詰は
陥落せずに居るまい」と云ふ論者が現はれ茲に果なく議論の花が咲き双方負けず劣らず論戦したが終に多勢に無勢で陥落党が言負かされて仕舞つ
たさうだ、が今に其勝敗地を転ずる場合となつてギヤフンの運命を見るだらう

俘虜に労働さす 毎日毎日起きては喰ひ喰ふては寝る、如何に好きなトランプでも舞踏でも毎日毎晩遣り通しでは飽きの来る道理、無聊に苦んで居る彼れ露兵に何
か職業を授け或は出職に就かしめて一方に無聊を助け他方に彼等をして少しなりとも収入の道を得せしめんとは前委員長粟津中佐時代にも話し
のあつたことだが扨市内の普通民家へ出すことは随分監督上六ヶしく又或る弊害の起るやも知らざれば差向き収容所内で業務を執らしむること
に方針を定め漸次着手するさうだ、で先日リユーリツクの海兵収容の折の如きも担架卒に健康俘虜を用ひ又バラツクの炊事にも仲間のものを使ふ

ことにした、尚ほ追て火災予防の必要上城北練兵場内へ河を設ける筈だが其掘穿工事にも俘虜を使用する予定ぢやとは河野現委員長から聞いた話
である

仏国の貸金 俘虜の面々が一寸にも我に相談するものは金銭のことで我政府から露政府に数回照会するけれど如何なる故にや未だ送金するの運びに至らぬ故

に仏国政府の手を経て照会した、けれども更に回答がない、で以後は仏国政府から公使領事の手を経て毎月佐官には五十円、尉官には三十円、下
士には二円、兵卒には一円づゝを定期貸付けすることゝなり今月より実行した、今度仏領事フホサリユー氏が来松したのも全く其用務なのださう
な

M37.09.01 画家の訪問 京都美術学校生徒●坂雅榮之助氏は一昨々日バラックなる俘虜傷病者を慰問した時彼の画を能くするミハイル、コステンコ中尉に遭遇して画談を
した、氏は一葉の洋紙に花卉を画きて示したるに、コステンコは大に之れを賞讃し某大将が馬に跨り其傍に犬が其馬と競走して居る自画を出して
之れを示し互ひに画談を試みた、其際各病室にある将校等も皆此処に集り環視して大に心を慰めたさうな、又一人の将校は一つの半カチーフを出
して氏に揮毫を需めたから直ちに三保の富士の墨絵を画き与へた処非常に之を喜んださうな

俘虜軍法会議に廻さ
る

バラック収容中の俘虜兵卒が同僚の金を窃盗して発見せられたことは日外の紙上に載せて置いたが右は取調べの結果軍法会議に廻さることゝな
り二三日前憲兵護衛の上広島へ護送せられたさうな
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河野委員長瑣談 ハア私も赴任以来今日までは専ら経済上の研究をして居たのですが是からは俘虜其者に就て研究したいと思ふて居ます、で爾後暇さへあれば各収
容所を廻り親しく俘虜に近接して彼等と対話し彼等の理想や教育程度を試さうと思ふのです▲御承知の通り総ての物品購入等はアナタの新聞の
御世話になつて公入札に附すことにしたのですが大分廉く行く様です、パンの如き従前に比し一斤四銭も安いのですから余程の違ひで新聞の広告
代位は何でもないことです▲斯くパン代が減じられるので副食物の費用は以後二銭づゝ殖すことにした、だから是迄の賄費二十五銭を二十七銭に

上げて遣ることにしたが其実は尚ほ二銭の減額を来すことになつたのです▲軍費のドシドシ要る時代に千円や二千円の倹約出来たとて何の足し
にもならぬと云ふものがあるか知らぬが決して然うではない、少しでも経費の要らぬことにせねば一般人民が堪えられぬ、入札法は商人等の利益
を削いで困るか知らぬが少数者の利益は犠牲に供しても多数者の利益を計らねばならぬと思ふのです▲ハア当地へは先づ二千人まで収容の都合
になつて居ます云々とは俘虜委員長河野大佐が最近談話の一節である

バラック建築工事の
入札

予記の通り一昨三十日善通寺師団経理部で行つた城北練兵場内へ増築するバラック十五棟の建築請負入札は三万二千七百余円で松山道後町の田
中熊太郎氏に落札した８、其筋の予定価格は五万八千円であつたのださうで二万五千円余の開きを生じたのは今度の入札は是れまでのやうに談合
が出来ず本当の競走入札であつたからだらう

M37.09.02 師団長の検閲 波多野第十一師団長は不日松山に於ける各俘虜収容所を巡視検閲する筈で五六日頃来松するさうな、で河野委員長は之が下検査のため五日に勧善
社及び雲祥寺を、四日に他各収容所を巡視するとのこと

大掃除 前項の如く師団長の検閲あるに付き各収容所では昨今露兵を督して収容所内外の大清潔法を行ふて居る、勧善社収容所の如きは昨日雨後の好晴を

得て毛布を干すやら畳を上げるやら庭の雑草をけづるものもあれば座板を掃くものもありで大層忙しさうであつた

電話架設 松山俘虜収容所では事務の敏捷を図るため伊予鉄道会社と堀ノ内収容所本部と城北バラック間に今度電話を架設した、但し警察電話のある間は之
を兼用するのぢやさうな

海軍露兵の面会申請 日本赤十字社松山臨時救護所に在るワリヤーグ艦員は過日りバラックへ収容せられしリユーリツク艦員に面会したき旨其筋へ申請書を出したさ
うな

大学生等の三津行き 一番町収容所に居る予備騎兵少尉と同行の大学生とは一昨日又た又た三津方面へ散歩に行き午後七時頃まで面白おかしく遊んで戻んたとのこと

だ

駈足が旨い 勧善社の俘虜は前週火曜日に市内の散歩に出たが其際城北練兵場で一行七十余人の競走を遣らしてみた、皆々余ッぽど駈足が旨く日本人よりは一
割も二割も早いさうな

M37.09.04 トランプの賭物 露國俘虜兵がトランプ遊びを[遣る]には必ず何か賭けてゞなければ遣らぬ、処が[彼等]は金がないので固パンや巻煙草を賭ける訳に[は行]かず全く
賭物に事を欠いだので松山地方では●●チヨージとかシツペイとか称へる過罰法を遣[つて]居る、そのシツペイと云ふのはハンケチ若くは手拭を
極く固く洵ふて是で以て勝者が敗者の掌[を]殴くのであるが二十から三十位もピシーリピシーリ[と]続けさまに遣るのだから殴かれた方は手が真
赤になつて見ても随分痛さうだ

８ 「広告 拙者儀今般松山俘虜収容病院三千三百坪余建築請負候処左之材料至急買入致度候●御望ノ方ハ御来談被下度候 杉丸太 弐拾万才以上 松八歩板 四千坪以上 椵四歩板 六千
坪以上 外ニ小割物種々入用 松山市道後町 田中熊太郎」（『海南新聞』M37.9.4）
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バラック請負入札の
結果

去月三十日善通寺経理部で行ふた松山城北練兵場へ新築するバラック十五棟の請負入札は松山道後町の田中熊太郎氏に[三]万二千八百円で落札し
たやうに書いて置いたが之●は誤聞で三万二千四百七十二円ださうな、又た其筋の予定価格を五万八千円として置いたが之は[最]低額で五万八千
円以上六万二千七百円以下とい[ふ]のであつたのださうなから正誤して置く、そして各指名商人の入札高を聞くに左の通りださうな
三万二千四百七十二円 松山 田中熊太郎

三万七千九百八十円 同 白方米五郎
三万九千四百六十円 広島 名草源三郎
三万九千六百三十八円 松山 吉田藤十郎
三万九千六百五十円 三津 若田 幾久

三万九千七百五十円 松山 東 武七郎
四万八百五十円 仝 栗坂善三郎
四万二千五百円 仝 賀田金三郎
四万三千五百円 仝 篠崎謙九郎

四万三千八百四十二円 仝 栗田松太郎
四万七千五百円 讃岐 小野 某
四万八千円 広島 古月 某
四万九千五百六十円 讃岐 青山 某

五万二千四百十円 大阪 大林 某
五万●千円 讃岐 豊島 某
五万九千八百円 仝 吉岡 某

宣誓執行 バラックに収容して居るリユウリツク号乗組の俘虜将卒に対し兵卒は六日前、将校は[一]昨日河野委員長が出張して宣誓せしめた其宣誓[は]俘虜心
得書を露訳し洋装の書冊に清書したもの[ゝ]末尾に各自署名せしめたのであるが自署の出来ぬものは代書せしめて十の字を自署さした、自署は無
論皆委員長の面前で之をするのである

無筆者多し 兵卒にして其宣誓書に署名したものが百五十九名であつたが其内で可なり自署の出来たものが九十七名で全く出来ぬものが六十二名あつた、最も

甚しきは例の必ず自署を要せし十の字すら十になり兼ねて居るのが殆んど其半ばはあつた、以て露國下流社会の無教育なことが想像されるであら
う

自炊の模様 予て本紙にも書いた通り俘虜は皆[本]月の一日より自炊を始めたがバラックでは患者中の較健康なものを撰んで炊事を為さしめ其上全くの健康者

は他より四名宛交番で来て手伝ふて居る[、]患者中に能く割烹の出来るものが数人あり其れが重もをやつて他は馬鈴薯の皮をむいだり米を洗つた
りセツセツとやつて居るが兎角露スキーはなまけものが多くて監督に中々世話がやけて仕事は捗らず厨がもめて食事の時刻が遅れるさうな、一
昨々日の如きは無論手始めで物の整理がつかぬからでもあらうが午後二時過ぎに昼飯をやつた始末である

絵画を贈る 道後湯の町の画家●●●義氏は俘虜露兵等の無聊に同情を表し一昨日バラック収容中の将校で画を能くするコスチエンコ中尉へ日の出に桜花小
禽を極彩色もて画きたる絹地の一幅を贈つた処仝人は非常に之を喜び他の将校等も打ちつどひ之れを見て嘆賞して居つたさうな、さもあらん

将校の我儘 彼等将校は我が軍に俘虜となりて内地に後送さるゝ其当時は我が慈仁なるに服従して更に我まゝらしき行動はないが少しく慣れて来ると我儘に
なり衛兵の言ふ事も看護婦の言ふ事も聴かぬよふになるので看護婦等も持てあまして居る、全体バラック病室内では渾て夜に入ると患者の安眠を

妨害するに付衛兵すらも廊下を歩く事を禁してある程であるにも拘はらず俘虜将校の中には其制止をも聞かず廊下を用捨なく闊歩して居るもの
があるさうな、或る夜の事とか或る衛兵が夫れを認めて看護婦に不審した処看護婦のいふには如何に制止しても聞かぬとの事であつた、だからそ
の衛兵は職権を以て一喝を呉れて遣つた処彼れも漸く悟る処ありてか始じめて之れを停止して病室に入つたとのことだ

傷病者救数 バラックに在る俘虜傷病数救は将校二十三名、下士三十六名、卒四百三名合計四百六十二名（内重傷者百二十六名）で其の外に癈疾者四名非戦闘
員衛生員廿三名、従卒十三名だそうな
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露國の将棋 彼の俘虜兵卒等が日々の無聊を慰める一具として弄んで居るのは将棋様の遊びであるが其将棋盤と云ふのは左示甲図の如く縦横八ッに割つて市
松に塗つたものである、駒は双方異つて居れば角と丸とでも木片と竹片でもかまはん、夫れを乙図に示す如く盤面の黒い処へ限り列べて対陣し決
して白い処へ行く事は出来ず黒い処をのみ斜に一ッづゝ進退し敵の駒を飛越すと之を取るので早く相手方の駒を取尽した方が勝になるのである、
チヨット日本の「挟み将棋」と「三々飛び」とを折衷した様なもので極めて単純な遊びである、が彼等は余ッぽど之が面白いと見え勝負する者の

外にグルリから大勢が覗き込んで囃し立てゝ居る、而して駒は大概木片を刻んだものか紙片を剪んだものかであるが中には何処で如何工面したか
碁石で行つて居るのもある

M37.09.06 窃盗俘虜の処分 バラック収容中なりし露國東部西伯利亜狙撃歩兵第五連隊第六中隊卒で露國カザレスヤ県ライエスキー郡スタラカンスカイ村平民フワズリーフ

二男農ムスターフウ、キザツーリン（二十三年）が去る七月十七日夕仝病室に於て同僚の俘虜兵卒が散歩の為め室外に出てたる隙を窺ひ其室に忍
入り仝人処有の露國紙幣四留仝銀貨二十哥日本銀貨五十銭を金入の儘窃取したるを以て軍法会議に附せられたことは既記したが彼は審議の末遂
に八月卅日日本刑法部窃盗罪を以て重禁錮二ヶ月監視六ヶ月の判決を受け既に処刑を受けて居る

将校団の組織 一番町収容所の俘虜将校中で今度将校団を組織した、其目的は無論露國軍人としての体面を傷けざらん様能く品位を維持するに力めるので之が牛

耳を採つて居るのは例の予備騎兵少尉タゲーエフと●嶺で捕獲せられた四名の内の第百二十一連隊第四大隊長大尉イワン、ボルヂチエフ（四十五）
の二名であるが目下の処中々規律正しく旨く遣つて居るとのことだ、処で兵会堂収容所に居た例の殴打事件で有名なラザレー少尉と之に劣らぬ難
物たる二等大尉ラフロフ及び中尉プロリフスキーの三名は此秩序ある仲間に入れたら少しは感化さるゝであらうと過日一番町の方へ転居を命ぜ
られた、右将校団では爾後不都合の行為ありたるものは容赦なく除名するのださうなから差詰め此除名処分を受くるは彼等三名であらう

松山到着当初の所感 彼の旅順で捕へられたタゲーエフ少尉とクプチンスキー大学生とは共に露國新聞通信員で仝国有名の著述家であることは当時の紙上にも載せた
通りであるが此両人は松山到着当初の所感なるものを草した、これは和訳されて過日東京の情報局へ発送せられた筈である、少尉のよりは大学生
のゝ方が趣味があつて文章が面白いとのことぢや

第三十四回俘虜着松 去三日又々俘虜将卒三十名が到着した、何れも負傷者ばかり城北バラックに収容した、内将校三名は安平より東北約二十露里の地「シヘヤン」に
て下士卒二十七名は楡樹林、摩天嶺附近にて俘虜となつたものださうな、そして其将校三名の負傷部位隊号氏名は左の如し
左大腿下部盲管銃創、仝挫創、仝上部盲管銃創、テルローフスキー第三十六連隊第二大隊中佐コンタンチン、ニコラエビツチワウーリン右下腿

下部貫通銃創兼骨折フリヤンスキー歩兵第三十五連隊第二大隊副官中尉ウラジヨールワシトエビッチ、インゲンース左肩右上膊軟部盲管銃創エ
ンツカボー歩兵第三十三連隊第六中隊少尉コンスタンチンイワノービッチ、メリニーコフ

下士は一等軍曹二名、二等軍曹二名である

広告 購買入札 一俘虜用短靴

右購買ス入札望ノ者ハ当収容所ニ就キ入札心得書及契約書案等熟覧ノ上本月十日午前十時限リ入札スヘシ同時開札ス
此契約ハ陸軍騎兵大佐河野春庵担任ス
但入札者ハ現ニ其ノ業ニ従事スル者ニ限ル
明治三十七年九月三日 松山俘虜収容所

M37.09.07 炊事監督 バラック病室では俘虜中から炊事の監督官を置くことにした、其選ばれたものはバイカルコ守備コサツク狙撃連隊の一等大尉ウニスベリー９と云
ふものだ

俘虜と提灯行列 一昨夜挙行した遼陽占領祝賀提灯行列が非常の大成功大盛況であつたことは別項記載の通りであるが市内俘虜収容所中で公会堂、雲祥寺、妙清寺、
勧善社の各収容所前は此行列が通過したのであるから彼れ俘虜連はツイツイ揚ぐる鬨の声に知るも知らぬも門口に出で或は室内から此盛況を見、
就中勧善社の如きは門口に一杯出て来て居り又二階から多数見下ろして其美観に驚くと同時扨はいよいよ遼陽も陥落したるかと流石に憂愁の雲
に包まれたとは左もありなん

９ 「松山水曜会記事」では「ウ井スベルグハ自ラ進テ閣下ニ請ヒ夫ヨリ委員長ノ方ヘ迄申出遂ニ今日ノ俘虜自炊ノ端緒ヲ開クニ至リタリ」（十二月七日第二回通訳会報記事）とあり、ウニ
スベリーとはウ井スベルクのことであると思われるが、隊号と階級が異なる。
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麵麭の鑑定で監禁 本月一日から各収容所とも自炊を励行することゝなつたので麵麭の売込入札をした際に露兵中の麵麭屋二名に品質の鑑定をさしたことは当時の
紙上に記した通りである、処が其後落札者たる某会社から納める麵麭は其品質が劣等で加之に分量が足りないので忽ち俘虜中に物議が起つて之は
全く鑑定の仕様が悪かつた為め斯様のものを喰はさるゝことになつたのだと責を其鑑定者たる二人に帰し俘虜仲間中で其二人を一日間とか一室
に閉じ籠め監禁して食事も為さしめなんださうな

麵麭麤悪の原因 然るに麵麭の麤悪の原因が果して鑑定違ひであるかどうかと聞いて見ると全く然うでない請負ふた某会社が奸手段を弄して其重量を保つ為めに
充分に焼かず故らに水分を去らざるやうに製したものを納めるからだと云ふ、尤も鑑定の際に見本として差出したものは上等物（某所で買求め出
したので会社の竈では見本通りのものは焼けぬのだとの評もある）で一点申分ないものであつたのだから決して鑑定人の失策では無いとの話しで

ある、若し果して斯る事がありては独り其会社の信用を失ふのみではあるまい

再鑑定 そこで其麵麭の再鑑定をさす事になつて俘虜中の他の麵麭屋に鑑定を命じた処がその俘虜は中々怜悧な男で前二名の覆轍を踏まんことを恐れ用
意に之れを鑑定せず知らぬと言い切るものだから責任を持たず個人として如何思ふかと強いて見ると此れは自分共の国では豚の食事にする麥粉
で製したのであると云つた、次に将校の分を喰はして見た処可いとも云はねば悪いとも云はず之れは将校に見せて御覧なされと旨く切抜けて何と

も云はなかつたとやら云ふことぢや

広告 物品購買 一牛肉
右購買ス入札望ノ者ハ当収容所ニ就キ入札心得書及契約書案等熟覧ノ上本月十五日午前十時入札スヘシ同時開札ス

此契約ハ陸軍騎兵大佐河野春庵担任ス
但入札者ハ現ニ其ノ業ニ従事スル者ニ限ル
明治三十七年九月六日 松山俘虜収容所
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俘虜の日本観（上） 左は前号俘虜彙聞中に記載したる旅順の露國新聞軍事通信員大学生クプチンスキー（二十三歳）が頃日鬱を遣らんが為めに草せし一文なり趣味
ある一種の日本観なれば茲に訳出す

松山到着当初の所感
夜は既に深更なりき、我等の乗れる汽船は海岸を距る程遠からざる位置に投錨せり、陸上は闇を縫ふて輝ける幾列の燈火を認めたり幾多の小舟は

我等の汽船を囲繞せり、心気は動揺し喧擾の声は耳を聾せん計りなり、皆曰く「遂に松山に到着せり」と―嗚呼松山、末限りなき憂き年月を送
らざるべからざる地なることを思ひ出でゝ予は衷心云ふべからざる悲歎を催せり
我等が俘虜生活の状態は如何に成行くべきか、日本人は如何に我等を遇すべきか、如何なる程度まで自由を我等に与ふべきか―等の疑問は短艇の
岸に達するまで頻りに念頭に浮びて遂に未解決の闇中に葬られたり

岸に近くに隨て陸上の光景漸次分明となり隠鬱なる燈火に取囲まれたる軽弱にして玩弄物の如き建築物あるを認むるに至れり、既にして短艇は陸
に達し我等は柔かなる砂上に下り立ちたり、従来幾日の間足地上を踏まざりし我等は此時一種の快感を覚ゑたり、童初婦女の群は潮の如く寄せ来
りて抑制し難き好奇心を高め佇立我等を熟視せり、何れも手に小提灯を携へ居たるが其火光朦朧として雑沓する群集の面を識別する能はざりき、
叉手我等は是より何処に到るべきか

此時通訳官（巧に露語を操る日本士官）来り予等を導き靴を脱して室内に座し汽車を待合さんことを請へり我等が靴を脱して室内に跪座するは始
めてのことなれば甚面白く感ぜり、即がて室に入り床上に敷詰められたる清浄なる藁畳の上に座したるが日本将校等も共に着座せり、忽ち小奇麗
にして人好のする日本婦人等現はれ出でビール、林檎もて我等を饗応せり、婦人等は足早に運び来り運び去り相互に相戯れ絶えず微笑を含めり、
予が日本婦人を見たるは生来始めてにして欧州の婦人に於て絶て見るを得ざる処の日本人特種の人好のする美容は大に予の心に適ひたり、彼女等

の着せる美麗なる寛服は頗る其温雅の態度にうつり適へり
我等は島上に於ける生活及び他の捕虜の身上に付き通訳と約半時間談話の後厚く饗応を受けたる礼を述べ且つ代価を要求せざりしことに一驚し
つゝ其処を立出で停車場に向つて出発せり、此鉄道に依り多数の露國俘虜の住せる松山市に到るなり
遠近鵞鳥の如く喧伝し深夜なるにも拘はらず群集は上に佇立し興味と注意を以て我等を熟視せり、茲に最も注意を要するは一同驚くべき程正当に

其身を維持したることなり、即ち其言動に於て絶て嘲笑、蜚語等を認めざりしこと是なり皆慇懃に会釈しつゝ其面に微笑を泛ばせたり
我等は雑多なる商品を床上に乱置し煌々と燈火を輝かしたる商舗軒を列べし狭き市街を通過せしが我等の通過を認めて男子も婦人も小児も我等
を見物せんとて四方より走り来れり
間もなく停車場に到着したるが此処にても人車賃及び切符の代価を支払ふことを許されざりしを不快に感じたり

暫時停車場の待合に休息せり、窓口にも戸口にも見渡す限り大人小児の好奇の面々我等を熟視し居たるが其我等に対する感情は平和的、親好的の
ものありき
記者曰く右は船三津港に投錨し上陸後停車場に着するまでの視察なり次号には入松後の観察を記すべし
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M37.09.08 俘虜の日本観（中） 俘虜大学生クプチンスキーの「松山到着当初の所感」の続き、三津を去つて松山に来り公会堂に入らんとし入らず大林寺収容当時の感慨
程なく汽車は来れり、我等は客車内に入れり、此鉄道は此地方に限れる狭軌鉄道にして其列車も極めて短かく客車は至つて小にして恰も小児の遊
戯用のものに似たり、数分を経て遂に次の停車場に到着せり此処にても群集は押寄せ居たるが何れも静粛を守り慎重の態度を維持したり
再び軒燈の列べる中を通過して人力車は高き鉄門の前に止まれり、我等は導かれて門内に入れり、親切なる通訳士官来り叮寧に暫時待つべき旨を

通ぜられたり、我等は広き構内に立て待居たるが我等の周囲には武器を持たる番兵見張り居たり
遥奥なる広大なる建物の窓よりは煌々と輝きた[る]電燈の火を漏せり、其処には我露國の俘虜将卒●多腰掛け居たり、予思へらく我等も亦此室内
に収容せらるゝならんと―嗚呼俘虜―戦争の犠牲―[何]れの時か人類に不必要にして且幾十の犠牲を生ずべき戦争の惨禍は消滅すべきか互に手を
握り相親和し相協力し●●相●け過失相改めて共に進歩の域に到らざるべからざる此等相隣両国民か従来●りたる利己主義を耻ぢ其残忍の性を

矯めて用な●敵対行為を止め長に干戈を収むるに至るは果して何日なるべき
斯く深き思に沈み歎声を洩しつゝ余は広き構内に立ち待ち居たり、通訳官再び来り叮寧に告でて曰く「此処には空室なきを以て他の収容所に向は
れたし」と、是に於て更に車を他方面に転じ数分を経て●●なる日本風建築の低き大なる家に到着せり、長き廊下を通り幾間を隔てたる彼方の一
室に我等を案内して他の通訳官云へるやう「此建築物こそ当分貴下等が収容せられるべき場所にして数日の後には他の一層完備せる良き収容所に

移転せしめらるゝならむ」と、通訳は何れも世話好の敬愛すべき人物にして他の干係将校等も亦た我等に周到の注意を与へられたり
通訳の指揮の下に係員等は余等の為めに寝台を整へ且つ一切の必要品を備へ呉れたり、通訳官（竹田氏）尚止まりて余等が被捕の状況に付詳細の
訊問をなせり、其意蓋し余等の身上に付き充分に知悉せんことを欲するなり、十二時頃に至り通訳官去れり
終日の感想に疲れたる吾等は急ぎ寝に就けり、吾等の臥せる上には蚊を防ぐ為に長き萌黄の蚊帳を吊せり、其透通せる綿紗よりは容易に隣室の燈

火を認め得たり、隣室には吾等の為に遣はされたる日本兵士何くれと周旋し居たり
翌朝●起、雨戸を取外したる椽の前には余り大ならざる庭園ありて園内には多くの樹木あり、小池には魚躍り居たり
程なく別の通訳来れり握手して後談話に刻を移せり、此等の同情に富める敬愛なる人々は郷国を離れ郷人に分れ親戚故●に背きて異国に俘虜たる
不幸の吾人に慰籍を与へ憂を分つの人たるべきを信じて疑はず、予は此等の博愛にして雅量ある人々に対し敬重の念を禁ずる能はず

予は充分に精神の自由を感じ俗世界を超脱したる思をなせり、青々たる田野の間に散在せる村落の光景画も及ばず、庭園の結構、透き通りたる青
天の美はしき、何れも予が神気の鬱を散ずるに足れり―嗚呼何等風光の美ぞ、農夫は平和の旭光を背に浴び孜々として田園に労働せり、嗚呼何ぞ
反映の然く詩的なる
而して此美なる山川を有せる国民は其平和の美を棄てゝ血腥き戦場に行旅の難を嘗めつゝ戦闘に従事せり

此等両国民間に存在せし神聖なる平和を破壊したるものは何の辞を以て天に応へんとする、憎むべき煽動の役目を敢てしたるものは因縁の恐るべ
きを知らざるか

M37.09.09 医員と衛生技師の慰

問

東京医科大学精神病専攻医学博士三宅鉱一氏は慰問の為め、大分県衛生技師宮本吉及び本県同技師生熊●三郎の両氏は同様患者慰問及び同病室衛

生状況閲覧の為め六日バラックに赴き暫時にして退院したさうな

印度侍医の招待 来松中の印度侍医バイラマール氏はバルックに収容中の露國衛生員四名を再昨夜其滞在所なる一番町米人ブライアン氏の宅に招待して

俘虜と布教師との仏

教問答

公会堂収容中のフオンワリーと云ふ大尉はかねて仏教研究者の一人と聞いて居たがツイ此の間の事であつた軍隊布教師日高純諒氏が公会堂を慰

問した時フヲンワリーは例の流暢な英語で以て「仏教を求めたい」と云ふから「如何なるものを求めたいのか」と聞くと彼はすでに取寄せ居たも
のと見へて直に持出して来たのは五六寸の観音の立像である、彼は誰かに聞て「観音々々」と云ふから布教師は「左様観音だ」と答●端なく種々
の仏教問答が始まつた「此れが阿弥陀仏のお母様だと云ふが左様か」、そりや大変な間違だ、阿弥陀仏の父でも母でもない一の示顯仏だ、仏教に
はいろいろな偶像があるが凡て唯一仏陀●能力の表象なのであるから誤解してはいけない、「そんなら阿弥陀仏とは如何なる仏か、歴史的仏でな

いか」、左様阿弥陀仏は法性法身の極地仏で釈迦仏の如きが歴史的の仏である」、彼はそれより●々高尚な質問をなし終に「印度では陰者が多く●
たと云ふ事だが日本にもあるか」と云ふから「現●日本にはない、露國には如何に」と問ふと「沢山●る」と答へたから「文明の今日幽谷に居し
て苦行●など愚な事だ」と云ふたら彼は只だ苦笑した●りであつたとさ

第三十六回俘虜着松 露國俘虜将校一名、傷病[兵]卒七名は昨日午前六時宇品発汽船太湖丸にて高濱着港、午后松山へ到来した
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俘虜の日本観（下） 大学生クプチンスキー稿「松山到着当初の所感」の続き、はじめて委員長に会ひはじめて外出し道後温泉に浴す
我等は両三日此収容所に生活せり、庭園に向へる戸は昼夜開放せられあり、夥しき蚊の鳴き声は昼も夜も響き渡れり、太陽は赫々と輝き田野の緑、
●山の樹木は我等に媚を呈するが如し、仮令物言はざるも不断微笑の美は不幸の吾人を慰め憂愁を●め衷心の鬱を散せしめんと力むるに似たり、
独り山川草木のみならず係員一同我等を念頭に置き我等の為めに周到の注意を払へること疑ふべくもあらず我等に欧風の設備を与へ居れり、我等

は此小都会に於ける欧風の設備は甚だ困難なるを知りたれば寧ろ日本風に生活せんことを希望するなり、然かするときは速に此興味深き国土、同
情に富める国民に付き多くを知悉し得べければなり
予は一管の筆で我生命を献ぜる身なれば愈よ明細に日本人生活の状態、風俗、習慣を知悉せんことを希望して止まず
[日]数程なく吾等は松山に於ける俘虜収容所の主催[者]たる大佐殿に謁するの栄を得たり、予は一見大佐[が]聡明の[資]にして且示明の教育を受け

られたる人●高き人なることを知り仰慕の情を禁ずる能はず
[予]が曩に単に書籍に依り日本人を判断したりし時[予]は日本には欧風の教育を受けたる才学ある人の●く多かるべしとは信ぜざりしが今日にし
てその大なる誤測なりしことを知れり、予が会談の栄を得[た]る日本人は何れも其学識に於ても其進退動作に[於]ても全く最初の判断を誤れること
を確めしめたり

此地に於ける生活の第四五日目に予等は係士官より野外散歩の誘引を受たり、此誘引が如何計り我等を喜悦せしめたるかは人々が想像以上にあり
運動の欠乏程苦痛を感ずるはなし体躯を労せずして考慮に耽けるは脳を病むの基なり、今や我等は運動の為め外出を許可せられ係員等は予等に向
て温泉に浴せんことを勧め呉れたり、最初我等が大佐殿に面謁したりし時大佐は予等の為め愍憐を垂れ依て今日の外出許可を見るに至れり、予等
は大佐殿の博愛、親切に対して深く感謝するものなり

散歩は鬱を散じ神身に安慰を与ふ、予は或は渓山の奇景を賞し或は碧空の美を讃へ稲葉の波を眺め若くは民族を観察して飽くまで山野の清気を呼
吸し其身が当初より反対説を唱へ併せて其主張を筆にし其惨禍を極論したる戦争其者の犠牲たる捕虜の境遇なることを忘れ居たり
興は夕景に至るも尽きず、予等は熱湯に近き温泉に浴を畢りて椽側の畳に座せり、可憐にして愛嬌に富める日本婦人等は我等を取巻き菓物、ビー
ル其他種々の珍味を供し蝶の如く我等の周囲に囲々たり

散歩の後停車場に汽車を待合す間予は欧人の目に映して著しく興味ある古代日本風の建築を認めたり、其曲線の美に富める優美なる建築は予をし
て歎賞措く能はざらしめたり
予は今日外出を許可せられ此の如き愉快に日を送りたることを深く感謝す若し頻繁に此の如き散歩を許さるれば一層感銘に堪へず、身体に必需の
運動を与へて神気の鬱を散する者散歩に若くはなし

限りなき感興は予をして図らず此長篇を草せしむるに至れり、読むに書なき現時の境遇に於ては筆を採りて悶を遣ること予が唯一の課業なれぱな
り
千九百四年八月十五日
於日本松山、フヒリップ、クープチンスキー

M37.09.10 提灯行列に対する喜
憂

去る五日の晩挙行した松山市の提灯大行列には各収容所の俘虜が多数門前に出て見物して居たことは記したが其当時勧善社収容所では其理由は
知らさず単に提灯行列があるから見たいものは勝手に見るがよいと許した処我も我もと二百名近き露兵共争ふて門口若くは楼上から之を見物し
其美観に肝を奪はれて大層喜んで居たが稍あつて遼陽占領祝賀の為だと聞いては流石に気愧かしく狐鼡々々引込んだ連中もあつたさうな、又仝所

には曹長が二名居るが流石は曹長だけ日本人民が提灯行列をするのは兎も角も我が露國に取りて不利なるに違ひなからうと最初からチットも貌
出しをせなかつたげな、之に反して雲祥寺に居る俘虜は例の波蘭人種で常に露國の戦敗を喜ぶ連中であるから遼陽占領の報を聞き且此盛大なる提
灯行列を見て一同快哉を叫んださうな
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雲祥寺俘虜班長の奇
焔

波蘭人の集団たる雲祥寺収容所にプロ子ーウイッチと云ふ軍曹がある、これは仝所の班長をして居るのであるが仝人が近頃吐いた奇焔に曰くさ
「抑も我が波蘭は不幸にして今日の悲運に逢遭して居るけれど今や革命の時機到来したるを以て墺地利に属して居る某英傑を推して君主に戴き
露墺独三国の同志を糾合して今に露の覇絆を脱するのみならず年来重なる遺恨に対し露國に一矢報ふて見せる」云々と、仝人の処へは折々波蘭の
新聞が来るさうだから大方夫等の請売か何かであらう、処で某新聞に出て居つた波蘭革命党の首領等は七月十一日の夜クラコウに集会し目下満洲

に在つて戦闘しつゝある露軍の波蘭兵に対し日軍に降るか自国将校の号令に背くか乃至は日本軍の戦列に加はり日本の勝利を確実なるものとす
る為に全力を注ぐべしとの報告をなすこと其他を決議したとの記事を露訳して聞かした処先生は「ソンナこともありませう」と微笑を含んで居た
のはツイ一昨日のことである

俘虜の無一文（労働を
希望す）

俘虜将卒に対し毎月幾干づゝと定まつた金を仏国公使から貸与することになつた趣先号に記したが右は都合に依り一時延期となり今に実行を見
る運に至らぬさうで将校は兎も角多数の兵卒は昨今囊中の軽きを歎じて居る、殊に雲祥寺収容所の連中は殆んど全く無一文と云ふ有様で煙草一本
喫ふことも出来ねば折角散歩に出たとてラム子一本飲むことも出来ぬと云ふ哀れ果敢ない境界である、で彼等の多くは自分共は只だ寝て喰ふて小
使まで貰はふと云ふのでない相当の労働は決して厭はぬのみか却つて進んで遣りたいのであるから万望手に合ふ様な職業を選んで授けて貰ひた

いものだ、而して幾干かづゝの小使銭に有つきたいと懇々希望して居るさうだ、収容所側でも此儀は予てより説のあることだが内職には之を云ふ
ものなく出職をさすことにしては取締りが六ヶしいと云ふので其儘になつて居るらしいが何とかして此希望を充たすことにして遣りたいもので
ある

M37.09.11 俘虜随一の道化男 松山萱町雲祥寺収容所にアントンと呼ぶ音楽隊の伍長がある、背は高からねどもデツプリ肥えて色白のキンカ頭、八字髯一寸麗はしく一口に云へ

ば毒滅１０の看板にあるビスマルク公髣髴と云ふ男である、此男俘虜隨一の道化者で日々仲間の者や我が衛兵の腹筋を撚らすことが度々あるが一
昨々日も記者が仝収容所を訪ふた節偶々事務所の卓上にあつた某新聞の挿画（遼陽の敗将満州軍参謀長サハロフ中将の肖像）が何処やらアントン
の顔に似た処があつたので監督松本特務曹長が戯れに彼を呼んで示した処彼は一見、サハロフ……宜しい、アントン……宜しい、アッハア
ハヽヽヽヽとキンカ頭を叩き髯を捻り其新聞を抱いて飛上り加之に大口開けて高笑ひしたには俘虜も我々も一斉哄笑したのであつた、而して彼れ

は新聞を戻すと直ぐ大きな床几にドツカと腰を下してサハロフ気取、真面目に仲間を睨め廻す様どうしても先天的の滑稽男である

湯には入りたし金は
なし

雲祥寺の俘虜は今日までに三回散歩の為めに外出した、一度は石手川堤防で一度は三津濱、一度は道後公園へ行つたのであるがイツモ喜んで石手
川堤防では鬼ゴッコしたり三津では海水浴をしたりしたものゝ道後へ行たときは温泉に入りたくて入りたくて堪らなんだのに情なや金がないの

で折角の希望を充たすことが出来なかつたのは気の毒の体であつたとさ

耳の治療 雲祥寺の俘虜班長プロ子ーウイッチ軍曹は近頃耳疾を病んで耳孔から膿様のものが流れ出るので部下の卒が其治療をして遣る有様頗る親切な風
が見ゆる、何んなことするかと云ふと罫●紙の反古を神神酒徳利の口にさす奉書紙の様に巻いて之に蝋を引き其紙の先を西洋手拭で巻き耳の中へ

突込んで紙に火を点ける、然うすると蝋引の●はヂリヽヂリヽと焼けて煙が耳の中へ這入る、焼きるのを待つて耳孔の膿の塊りをホゼリ出すので
あるが其遣り方が中々懇切で主従の情誼が充分[現]れて居る

落成病舎視察 城北練兵場内のバラック五棟は[落]成せしを以て一昨日松居旅団長、河野委員長等出張巡視した

秋田軍医の来院 第十一師団医員部付秋田軍医●一昨々日来松一昨日は伊藤軍医と共に負傷俘虜の状況を視察した

大手術を施す 九連城の激戦で後頭部に貫通統創を負ひし西比利亜狙撃歩兵フエードツミハイヨンは収容後経過良好に赴いて自分にも全く治癒したものと信じ
て居たに此の三四日前の事なりとか●●俘虜が舞踏に余念なかりしを見て自分も其仲[間に]入り交り遊戯して居たる処図らずも卒倒して[人事]不
省となつた、孰れも驚き之れを介抱し相当の手当をして居つたが恰もよし菊池軍医が帰松し之れを診せしに全く其患部に膿を含み居る事を発見し
同所にある露國衛生員等に相談の上手術を施す事となつた、で一昨日午后二時頃に菊池軍医監自ら執刀し其射出口なる左後頭部を切り破りて之を
探りしに膿汁非常に多きを認め相当の手当をして切り口にはゴム管を指した、其手術の手際なのには立会せし露國の医員等も喫驚賞嘆したさうな

退院将校 バラックに収容して居つた波蘭人歩兵大尉ザイラヲンチコーフスキーは全治して昨日退院公会堂に移転した

猶太の正月 昨、今、明の三日間は猶太の正月三ヶ日に相当するので収容俘虜の仝国人は祝意を表する為め許可を得て一同一室に集り何れも帽を被り衣服を正
くして讃美を唱へ祈祷を為す為め三日間とも一切朝食を喫せぬのである

１０ 広告によると「百毒を下し一切ののぼせを根治す ばい毒根治新剤」と銘打たれた薬の商品名。ビスマルクと記された厳めしいドイツ人の顔が描かれている。
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文部属等の慰問 来松中の石田文部属は一昨日深田本県視学、澤田仝属と共に各収容所を慰問しバラックにて某将校に面晤せしとき某将校は石田属に嘱するに目下
在東京なる我陸軍将校某に船中にて非常に世話になりし事あるを以て宜敷伝へくれとの意を以てせしに石田属も之れを諒として別れたさうな

M37.09.13 又々俘虜兵三名の逃

走（内二名発見）

又しても松山末広町法龍寺収容所の俘虜兵卒二名が一昨々夜其姿を隠したので扨は夜逃げを企てたなと感付くと同時公会堂収容所に居た従卒一

名も所在不明なることを発見したので収容所では直に警察、旅団、憲兵屯所に通知し手分けして其捜査に着手した、警察側では多分鉄道線路に沿
ふて西下したものであらうとの眼を入れ多く三津、高濱方面に手を着けて居た様子であつた、処が昨日は未明より別項の如く国旗提灯行列があつ
たので早朝より憲兵、巡査等の多数が高濱に出張したのを見て仝所と梅津寺濱との間の山に潜んで居た二名のロスキー先生はこりや我が身の上ぞ
隠れて捕はれんよりは寧ろ自ら出て来るに若かずと思つたものか恰ど六時半頃ノコノコ山を下つて佃屋の下手の道へ出かけたのを仝地の人民が

逸早く発見し斯と警官に告げたので難なく巡査が取押へ収容所へ引渡して目下取調中、而して他の一名は未だ所在が判明せぬから引続き厳重探偵
中ぢやげな

海軍俘虜の規律厳守 バラックに収容中の海軍々人（リユーリック乗組員）は万事に就て規律頗る厳正で慰問者などに対してはすべて上級者の号令の下に一同正立して
敬礼を行ひ「元へ」の号令かゝらぬ内は少しも姿勢を崩さぬさうな、而して又病室内の拭き掃除はすべて看護婦が引受けてすることになつて居る

が該海軍兵の面々は之を見て斯る労働的の仕事をかよはき婦女に托するは気の毒なり我々は常に艦内の掃除をして斯る事には慣れて居るから自
分等の室の掃除は以後我々に於て引受けると云ひ最も周密に清潔に掃除をして居るので他の病室とは大に異つて居る様だとは慰問せし某氏の話
しである
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M37.09.14 遼東奇聞（武士は相見
互）

此頃戦地より帰還せる某将校は語つて曰く事実小説より奇だと云ふことがよくあるですけれども今お話しするに当つては小説家が想像を逞しく
して書いても迚もさう云ふ趣向は立つまいと思ふ程の奇話です
事は先月下旬に起つた事で一日旅順の陸上の或る方面で我が一部隊が夜襲を試みたのです敵は恰度其の時に一の丘上に居ましてさうして其丘の
中腹には支那流の壁が回はしてあるそれに向つて我兵は突進した所が其壁が非常に邪魔になるものですから特務曹長の石黒浩幹といふ人（この人

は非常に勇猛の人で既に此前の闘ひの時にも地雷の為めに頭の一部に負傷したこともある人です）が進で六●爆発●を搭じて其壁の一部を遂に破
壊した其内に敵も降り来れば味方も登つて終に丘の半腹で激戦が始つた所謂接戦ですモウ小銃の闘でない所がさうこうして居る内に夜が明けた
そこで夜があけたから其時は相引に両方とも引いたすると其石黒特務曹長はヤハリ激戦の際に奮闘して居ると一人の露西亜兵が来てそうして銃
鎗で氏の右の脇の下の所を衝いたそれから衝かれながら今の石黒特務曹長が斬らうとする途端に他の日本兵が来て終に其露西亜兵を斬つて仕舞

つた斬ると続いて又一人の露西亜兵がヤハリ銃鎗を以て向つて来たから再び刀を振り上げてそれを斬らうとしたら其露西亜兵は恐れて逃げたさ
うとして逃げる際に銃鎗を投げ付けた其投げつけたのが腹部に中つて深傷であつたそれで屈せず戦ふうちに又左の方から露西亜兵が来て左の脇
を衝いた併しそれは切り払つて仕舞つた三度までは傷を受けたこは覚ゑて居つたさうですが其他に二ヶ所覚ゑない傷がある詰り腹●のみで五ヶ
所銃鎗で突かれたので彼我相引の際に戦場に倒れて仕舞つたすると両方激戦をやつて●いたのであるから其戦場即ち丘の中腹には沢山の死体が

算を乱して倒れて居る其中で石黒特務曹長の外五名の日本兵は重傷ではあるが一縷の命脈を続いで倒れて居る露西亜の方では死に切れぬ兵が八
人居つたが我五名の方が割に傷が重いのです此石黒特務曹長は美髯を貯へて容貌魁偉と云う風であるし特務曹長であるから服装も立派な所から
露西亜兵は多分日本の士官であらうと思つたらし●●●味方も敵も最早闘ふ元気はないそこで六人[の日本]兵が手真似か何かで露西亜兵を呼び始
たさ●●●と唯々として八人の露西亜兵が指図を受け●●●兵の用を弁じ始めた負傷して居るから皆な●●●みたいすると少し離れて居る所に

雨水見た●●●水があるので日本兵は手真似で其水を持つ[て来]いと言ひ付けたすると露西亜兵の一人がノコ[ノコ]と水を汲みに往つた所がソコ
へ往くには丘か●●●下の方へ出なければならぬ然るに露西亜の●●●でも物が動きさへすれば上から打つのであ●●●●水を汲みに往つた自
分の方の兵士を打つ●●●つたすると又離れた所へどうも息が残つて●●●い一人の日兵が見えるからあれを引つ張つて来いと言ひ付けたする
と又一人の露西亜兵が日本兵を引摺りに往つた所が又其露西亜兵が自分の味方の為に打たれたソコで向うも六人こちらも六人となつて仕舞つた

するとやがて露西亜兵は自分の方の小銃を持つて来てそれを集めて組合せてさうして外套を取つて（露西亜兵は皆外套を持つて居るさうです）掩
をして天幕のやうにして拵へ其内に石黒特務曹長を入れて呉れた其内にどうしたのだか崕下の所に未だ怪我をしない日本の歩兵が二人ばかり追
ったさうです是はまだ退陣しないで残つた兵ですそれが又ウッカリ出ると敵から撃れるから好い時機を見て自分の陣地へ帰らうと居つて飛出す
と今の中腹の所に沢山死骸が倒れて居る其脇を駈抜けて往かうとするとまだ露西亜兵の生きて居るのが居るからそれにトドメを刺さうとしたそ

こで石黒特務曹長は露西亜兵から拵へて貰つた天幕の中から躄り出してそれは待つてくれ此連中は自分達に便宜を与へ自分達の為めに働てくれ
たのだからどうぞ助けてやつてくれそれから尚ほお前方が陣地へ帰つたら今夜暗に乗じて自分は此半腹を這ひ降りて陣地へ帰へれたら帰るから
其事を伝へくれよと言つて訣れて仕舞つた（未完）

逃走露兵就縛詳報 去る十日の夜法龍寺の俘虜兵二名と公会堂の俘虜兵一名とか相謀つて如何でかは分らぬが三名殆んど同時刻に逃走したので収容所より警察へ依
頼し専ら其所在を捜索中二名だけは一昨高濱で取押へたことは昨日の紙上に載せて置いたが今捕縛当時の模様を詳細に記さんに、初め本県警察部
が露兵脱走の通知を収容所から受けると直ぐ沿海各府県へ打電して警戒し一面に松山、三津、郡中署等は巡査の非常召集をして捜索をささ怠りな
かりし折柄一昨日まだ東雲の明けきらぬ時分温泉郡新濱村字高濱の人民某は仝部落横山と称する山林の谷間で軍隊用の水筒一個を拾ひ上げたの

で時節柄兵士が落したものであらうと考へ三津警察署の巡査大野直二郎氏に届出たら三津署では是れ必竟露兵の携帯物であらうと鑑定し午前五
時半頃より大野巡査等は該山中を其処此処と探ることゝした、然るに同日は払暁より彼の国旗提灯行列があつて其雑踏を取締るべく高濱に出張中
なりし三津署の巡査囲合八百衛氏が午前六時過桟橋の南の方を巡回中二人の露兵がノコノコと横山の方から遣つて来て新築小富士亭の東南隅で
囲合巡査に向ひ携へた一筋の藁縄を示し自ら両手を廻して之で縛して呉れと云ふ素振りなので云ふにや及ぶと直ちに取押へ二人ながら新濱巡査

駐在所へと引致した、茲に於て大政三津署長等仝所に赴き取調べて見ると是ぞ即ち法龍寺を脱走した二名の俘虜と判明した
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着服と麵麭 扨此俘虜は一名をブレコントキムトフ（上等兵、二十八歳）と云ひ一名をアクセンチープレベノース（卒、二十五歳）と云ふのである、前者は顔
一面に痘痕のある男で当時上下とも収容所から給せられた鼠色の夏服を着て居り後者は下は同様だが上は肩章のある黒服を着て居つた、そして両
人ながら外套を携帯して居つた、又此二人とも麵麭は充分携帯して居つて駐在所で茶を与へると其麵麭に茶をかけて和らげムシヤムシヤ平気に頬
張つて居たのは如何にも呑気至極の沙汰で此体をみても格別深い意味があつて逃走したのではないらしい

手真似の訊問 処で高濱からは取押へると直ぐ収容所に急報し通訳官の出張を乞ふたけれど何か行違ひがあつた為め正午過まで其出張がないのですべて手真似
を以て訊問したが警官は以前の水筒を取出し二人に見せるとプレベノースが「夫は私のぢや」と云ふ風に手を突出したから能く調べて見ると愈よ
仝人の所持品と知れ彼に手渡した、スルト彼は直き其水筒へ飲料を入れて呉と要求し茶を入れて遣ると容赦なくさも旨さうに飲んで居た、又此方

は手真似でアノ山へ寝たのかどうかと聞くと矢張り手真似で訊問の通りアノ山（横山を指す）へ寝たのだと答へたのであつた、そこで公会堂の分
と共謀して逃走を企てたのかどうかと聞いたが全く然うではないらしく両人は午後に至つて収容所の手に引渡され引続き取調べ中である

他の一人は尚ほ不明 扨今一人の逃走兵は公会堂収容中なる某将校の従卒アレクセー、ドーレトロマと云ふもので彼は今何処まで逃げて居るか薩張り分らぬが高濱附近
の者の噂さに依れば一昨朝未明に一人の露兵らしきもの手に団扇を携へて山上を下駄ばきで徘徊して居つたとのことなれど個は全く然うではあ

るまいと思ふ、処が茲に一の怪報は温泉郡和気村から伝はつた素より信は置かれぬが夫は斯うである、一昨朝のこと和気濱の潮際に長さ一尺ばか
りもありさうな靴痕が点在して居るのみならず同所の渚に繋いであつた船が一艘櫓と共に紛失して居るのを発見した、で或はすでに海を渡つて何
処かへ出奔したのではあるまいかと云ふ一説である、若し然うだとすると彼は将校の内旨を受けて逃亡したのではなからうかと気遣ふものもあ
る、万々一そんな事でもあつて逃去を遂行したともあれば夫ぞ由々しき事なれば決して等閑に附せられぬ、兎も角其筋では厳探中だから早晩就縛

さるゝであらう

俘虜死亡 バラックで過日大手術を受けたフエドツミハイヨンは去る十日午后六時頃終に死亡し一昨日之れを山越の合葬地に埋葬した、其式には例に依りて
彼のハリストス教司祭鈴木九八、真宗布教師日高純諒の二氏会葬し俘虜では正宗寺収容所より卒八名（細木軍曹引卒）、妙清寺収容所より下士以

下二十名（西田上等兵引卒）が会葬した

第三十七回俘虜着松 一昨々日も又二名の負傷俘虜が来た、其二名は七月三十一日に摩天嶺で捕獲されたもので皆狙撃歩兵卒であるが一人は戦傷未だ癒へず一人は傷所
は已に癒へて外病を起したのである、乗つて来た船は榮丸といふ小蒸気船で宇品から送つて来たのださうな

M37.09.15
(第●●号附
録)

(俘虜逃走事件の顛末の詳細報道あり、コピーなし)

M37.09.16 将校四名の退院 バラックに収容中なりし俘虜将校中東部西比利亜狙撃歩兵第三連隊第五中隊中尉ウラヂーミル、ボグダーノフは公会堂へ、仝第十二連隊少尉イワ
ンロツゲー、仝第七連隊１１大尉ウエニヤミン、ウオドヒヤノーノフ、ヘンベンスキー歩兵第百廿一連隊一等大尉ウエニヤミン、ウイバヒヤノノー
フ１２は一番町収容所へ何れも一昨日全治退院移収した

俘虜兵卒の死亡 バラックにありし俘虜兵卒ボリスンヤコーフは負傷平癒后余病の為め一昨日死亡昨日例の如く葬儀を執行した

煙草寄贈 在神戸仏国領事よりバラックにある傷病者へ巻煙草を寄贈し来り一人に付三箱宛を分配したとのこと

委員事務員の慰問 日本赤十字社愛媛支部各郡市委員事務員の協議会を仝支部楼上に開き協議終つて一昨々日午后一同はバラックの俘虜傷病者を慰問したさうな

第三十八回俘虜着松 大石橋以北遼陽街道で捕獲せられた将校二名、一年志願兵一名並に負傷下士卒十六名は一昨日御用船第十二永田丸で宇品より高濱へ着し同夕刻将
校は一番町収容所、志願兵は公会堂収容所、他はバラック病室へ収容された

１１ 大尉ウエニヤミン、ウオドヒヤノーノフは歩兵大尉ではなく、M37.07.14（第 8034 号附録）の記載によると「コサック二等大尉」で、所属部隊も「オレンブルクコサック師団第 11 連
隊」（藻利写真）である。
１２ ヘンベンスキー歩兵第百廿一連隊一等大尉はコーブラノーフ（『海南新聞』M37.8.18）の誤り。
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俘虜逃走事件 法龍寺の俘虜二名と公会堂の俘虜一名とが共謀の上逃走し取押へられた顛末は前号附録を以て詳細報道した通りであるが此三名は爾来松澤少尉
の取調べを受けて居た処一昨日取調べ終つて仮営倉に入れられた、初め二人が捕へられて一人がまだ所在不明の節には何か深い意味があつて逃走
したのではなからうかと疑はれる節があるものから余程厳しく取調べたが結局格別深い原因はなく単に故郷恋しやの念からツイ逃げられるなら
逃げて見ようと云ふ位の考へで逃走を図つたのぢやさうな

俘虜労役規則 一昨紙電報欄に掲げし俘虜労役規則は左の通り制定せられたり
第一条 俘虜は其身分、階級及技能に応じ官衛、公衛団体又は個人の為めにする労役に之を使役することを得但し准士官以上に在りては本人の任
意に依るの外之を使役することを得ず

第二条 前条の外俘虜に対しては自己の為にする労役を許可することを得
第三条 俘虜の労役は過度なるべからず且其の本国軍隊若くは社会に於ける地位を辱めず又本国に対する作戦動作に直接関係を有せざるものに
限る

第四条 俘虜を俘虜収容所外で使役する場合に於ては俘虜取扱細則第二条に依るの外所要の取締法を設け陸軍大臣の認可を受くべし

第五条 官衛、公衛、団体又は個人にして俘虜を使役せむとするときは衛戍司令官に於て其の労役の種類、場所、時間及賃銀等を定め陸軍大臣の
認可を受くべし但し官衛に於て使役する場合の賃銀は下士同相当者は一日七銭兵卒は一日四銭とす

第六条 俘虜の賃銀及第二条に依る労役の収益は衛戍司令官に於て俘虜収容所出納官吏をして之を保管せしむべし但し官衛より交付する賃銀以
外のものに在りては俘虜給業費用の補償として予め其の一部を国庫に納入するものとす其の納入額は必要に応じ之を指定す

第七条 前条の保管金は各俘虜に区別して帳簿に記入し衛戍司令官の命令に依り其の出納を為すものとす
第八条 第六条に依り出納官吏に於て保管する金銭は各俘虜の所得とし該俘虜に嗜好品の交付其の他俘虜の境遇の●苦を軽減する費用に充て尚
剰余あるときは衛戍司令官の見込に依り労務者に自由を許し若は本人帰国の際之を交付するものとす

M37.09.17 俘虜逃走の源因と目

的

に就て尚他の方面で探聞する処に依ると全く斯うである法隆寺のホムートフは上等兵てこそあれ無教育者で夫れ以下ペレデーノス及び公会堂の

ドフリヤコーフの両人に至つては尚一層の文盲で加之に年若い処から最初松山に到着した頃は瀬戸の潮、城山の松抔見るもの聞くもの何れも珍ら
しく美しくて堪らぬ所から悦に入つて居たが永く居る中にはそろそろ故郷恋しの情が起つて来たそれは誰しも起るべき情緒で大に同情すべきで
あるが智識のない悲しさには一図に情に駆られて仕舞つて何んでも松山邊の人はお人が善いから其処に付込んで曽つて上陸の際見て置いた高濱
邊から船を盗み又は借り出して神戸に行けば外国人もあることだし仮令神戸には行けぬとした処で海原遠く漕出したならば急度外国船が通るか

ら夫れに縋つて本国へ還ることが出来ようと愚かしくも意を決して扨てこそパンを盗み鍋を盗み大胆にも禁を犯して逃走したものだそうである

逃走俘虜と窃盗罪 逃走俘虜中法隆寺の二名は俘虜軍曹（前々号に日本軍曹とせしは誤聞）の鍋を盗んだ罪もあり又た公会堂の一名はパンを盗んだ罪もあるさうだか
ら都合に依つては其科により相当の処分を受けるかも知れないとのことである
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俘虜収容現在数 松山俘虜収容所にある露國俘虜の一昨日現在総数は左の通りである
収容所名 将校 下士 兵 卒 計
公会堂 四一 三 三三 七七
法龍寺 ― 一一 八九 一〇〇

勧善社 ― 三三 一九九 二三二
妙清寺 ― 一一 一〇三 一一四
正宗寺 ― 一七 一〇四 一二一
雲祥寺 ― 三 一一六 一一九

一番町 一八 一 一四 三三
バラック 二六 五一 三九七 四七四

右の外バラックには従卒十二名、癈疾者四名、炊事当番十五名が居るので合計将校八十五名、下士百三十名、兵卒一千〇八十六名、計一千三百〇
一名、これを健康者と傷病者とに別つと左の如くなる

健康者 五九 七九 六八九 八二七
傷病者 二六 五一 三九七 四七四

尚ほ此以外に衛生部員二十五名がバラックに居る、これは俘虜ではないけれど序に算入すると総計一千三百二十六名である

牛肉売込入札の結果 俘虜収容所へ納むる牛肉は是まで三津濱の久保田加●次氏が引請け上等二十銭下等十六銭のものを●き込み十八銭で納めることになり居るが一
昨日収容所本部に於て十月十一月分の入札を執行した処入札者十一二名あり競走入札の結果十二銭二厘で矢張り久保田氏へ落札したさうな

全治退院 患者中の卒九名全治し一昨十五日バラックを退院して勧善社に転収された

仏国武官の慰問 来松中の仏国公使舘付武官は一昨日バラックの俘虜患者を慰問した之れには小島少尉が附添ひ案内したさうな

新来の俘虜患者 一昨々日バラックへ収容された十六名の捕虜は得利寺、大石橋邊で捕獲したものばかりでなく旅順方面のもあるのださうな

第三十九回俘虜来松 昨日もまた俘虜負傷兵二十三名宇品より松山へ到着収容せられた筈だ、詳細は次号に記さう

M37.09.18 新来の俘虜将校 去る十四日来松し一番町収容所へ収容された将校は東部西比利亜狙撃第三十六連隊第七中隊附中尉アレクサンドル、コム子ノワルワーチと仝第五
中隊附少尉イワン、パンケーウイチの両人で公会堂へ収容された、一年志願兵は仝第三十三連隊第九中隊附イワン、ヴイタリエウ井ッチ、ダンロ
フと云ふ伍長階級のものである、因に昨紙に一昨日又新来俘虜があつた様記したのは誤聞に付茲に正誤す

仏国政府の貸金 仏国公使舘附武官マルチニー大尉が来松して俘虜収容所を訪問した用向は予て記載した通り俘虜に一定の貸金をする為で一昨日下士には二円、伍
長には一円、兵卒には五十銭づゝ無期無利息の貸与をしたさうな

俘虜と伊予鉄 伊予鉄道会社では俘虜将校を待遇し鉄道沿道及び其附近に於ける風景を見せしめんが為め特に列車を仕立てんことを収容所へ申込んだ、之を聞い

た将校連は無論大喜びで不日より二十人位宛一纏にして遊覧に行くさうな、で差向き砥部の陶器製造所や横河原あたりへ行き都合に依つては河ノ
内の観瀑もするとのこと

M37.09.20 将校の入退院 久しくバラックに静養の傍ら揮毫に心を慰めつゝありし能画中尉東部西比利亜狙撃第三砲兵旅団附コステンコ、ミハノーフは昨日全快して公会堂

に移転した、又某雑誌社の通信員で文筆を以て自ら任じ時に気焔を吐きつゝありたる大学生クプチンスキーは神経衰弱病に罹り一昨日、又公会堂
に収容中の後黒龍江州国境守備第二騎砲司令二等大尉フセブオロード、ガウチエンコフは昨日バラックに入院した

兵卒退院 バラックに収容中なりし兵卒十三名は全治し内四名は妙清寺、八名は勧善社、一名は雲祥寺へ一昨、昨両日収容された

米國人の撮影 米國紐育レスリー週報記者コツクイン氏は陸軍省の許可を得て当地各収容所にある俘虜の写真を撮る為め来松中なるが一昨々、一昨の両日羽鳥少
尉附添ひ城北練兵場のバラックに抵り種々撮影をしたとのこと
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M37.09.23 俘虜労役規則 今日迄に内地に収容されたる俘虜の総数は、松山、丸亀、姫路等を合せ約二千三百余名に達す、従て之れ等多数者の収容に要する給養費並に設備
費、監督費等を合算すれば、少くとも一日一人に付五十銭、即ち総員に付一日千百五十円、一ヶ月三万五千円、一ヶ年四十二万円に上ぼるべし。
況して旅順落ち奉天落ち向後其数の倍加すると共に其費用亦た今日の数倍に達せざるを得ざるべし、国費多端の今日、僅々四五十万円の支出とは
云へ平時の四五百万円に相当す国庫にとりて決して軽少の負担と云ふを得ず、何とかして此費用を節減するの途あらば、出来る限り之れを節減し

て他の有益なる用途に充つるの方法を求むるは、軍国の経済上非常なる利益なり。然りとて俘虜の対遇を粗末にする如きは固より断じてなすべか
らざる所、彼れに対しては飽まで「敵も亦た愛国者なり」の観念を以て望まざるべからざるや論なし。斯く一方には俘虜を優遇し一方には其費用
を節減せんとす、是れ頗る至難の事なり。茲に於てか俘虜使役の必要漸やく起る。且つ俘虜労働の事たる彼れ等目下の境遇上より見るも極めて好
都合のことなり。彼等は無聊に苦み英人の所謂る「ツー、ヅー、ウォーク、ハード、バットツー、ヅー、ナッシング、ハーダー」……仕事をなす

の困難は無事に苦むの一層困難なるに優ると云ひたる境遇に沈吟しつゝあり、加之、彼れ等は最早や囊中払底をつげ日常の小遣銭にすら窮乏を感
ずるもの多数なるが如し、此点よりするも彼等に労働を授けて其無聊の境遇を脱せしめ、小遣銭の一財源を得せしむは●●便法と云はざるべから
ず。是れ今回陸軍にては俘虜を使役するら決し俘虜規則を発布ありたる所以ならん。
今回の俘虜労役規則は凡べて八条より成る。其骨子とする所は、陸戦の法規慣例に関する海牙条約第三章第六条第一項「國家は俘虜を其階級及技

能に応じて労務者として使役することを得、但し其労働は過度なるべからず又一切の作戦動作に関係を●すべからず」と云ふに基き、其目的は同
第五項「俘虜の賃銀は其の境遇の難苦を軽減するの用に供し戦後は其の解放の時之れを交付す、但し其の中より給養の費用を控除すべし」と云ふ
に準拠したることは同規則の示す所にして、吾人が冒頭に論述したる趣旨と符節を合せり。タヾ之れに懸連して[雇用]者の頭脳をいたむべきは、
収容所以外に於て●●する場合の取締法なり。同規則第五条には此場合には「俘虜取扱規則第六条によるの外、所[定]の取締法を設け陸軍大臣の

許可を受くべし」と[あ]るのみにて、其詳細は実際の必●に応じ臨機制[定]せしむる方針なるが、吾人の卑見を以てすれば[、]此取締は独り陸軍の
手を以てするのみなら[ず、]大に俘虜仲間の自治心を利用し、例へば目下●松山に於ける俘虜の将校団の如きものを作らしめ●一人の違法不徳の
行為よりして全体の取締と●●に至大の悪影響を蒙るを避くるの途を講ぜし[むる]ことも亦た取締の一便法―或は最も有効なる●●の一に●る
かと信ず。兎も角、俘虜労役規則の発布は彼我の為め一大便利を得たるものにして、一日も早やく其の実効を見んことを吾人の切望する所なり。

M37.09.27 俘虜死亡 バラックに収容中の波蘭人歩兵第●十六連隊第六中隊兵卒ワシリー子ル●●は赤痢●●●●●で過日●●病室に隔離治療中の処二十三日夜死亡
し一昨朝埋葬式を行ふた

画を能くする兵卒 名をシモンミニレゾンと云ひバラックに居る兵卒に画を能する男がある、彼は無聊を慰する為め折りに触れ●に感じて構内を散歩しつゝ筆を●て

公園の●色、小富士の遠景抔を写生して居る、其水彩画などは中々うまいものじや、で仝所に勤務して居る看護婦中画を好む人々は紙又は冊など
を出して揮毫を需めて居る、記者も此程絹地に双鶴●●に鳴く図、騎馬軍人の画を揮毫したのを見たが夫れは日本画に擬して居つて持前への水彩
画に比すると少と劣る様思はれた

癇癪持の将校 ナゾローフといふバラックに居る将校は癇癪の気があるさうなが平素は其持病のある事も知られぬ位であつたに過日来これが頻発するさうな、其
原因はどふかと聞くに遼陽の陥落せし事を何つどなく耳にしたものと見え頻りに嘆慨の情を洩して居るから多分其為めであらう、就ては他の商工
がろ散歩或は道後温泉入浴等に往くと同行したい様子なれども不時の発病を恐れて当分之れを許さぬさうだ

俘虜逃亡に就て 松山収容所の俘虜が逃走を企てたのはすでに一再のことではないが逃亡する捕虜に対する処分に付ては本邦法律上何等の明文なく逃亡の目的を
達する為め追捕者に抵抗せしときは処分するを得るのみで抵抗なく追捕せらるゝ時は何等の制裁なきを利用して斯くは屡ば之を企つるに至れる
ものであらう

研究せざるに非ず其

材料なき也

我々リユーリック乗組俘虜は最も日本国民より怨みを買ひたる連中なれば被捕の後如何なる酷遇を受けるか又収容地の人民より如何なる嘲罵を

受けるかを心配し殆んど悲境の極に想像して居たのだが扨いよいよ俘虜として松山へ来て見ると予て想像した処とは月●雲泥の差で其寛仁大度
にして最も進歩したる文明には殆んど評し様がない位である、斯く我々の想像が●に誤つたのは日本に対する研究が足らなかつた●である否研究
する材料がなかつたので是迄得たる材料に依つて研究した[処が迚も是程進歩して居やう筈がないのだと舌を巻]●●●●したのは一番町収容所に
居る海軍[少佐サーロフ]である

第三十九回俘虜来松 俘虜将校一名、卒十二名は昨日[午前十一時]宇品を発し[、午后三時]高濱に来着し汽車[で]松山に入つたが何れも傷病者なのでバラックに収容され
た
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M37.09.28 俘虜現在数 去る廿二日調べ現在数左の如し
将校 下士 兵卒 合 計

公会堂収容所 四〇 四 三三 七七
法隆寺収容所 ― 一二 九〇 一〇二

勧善社収容所 ― 三四 二一三 二四七
妙清寺収容所 ― 一一 一〇八 一一九
正宗寺収容所 ― 一七 一〇五 一二二
雲祥寺収容所 ― 三 一一七 一二〇

一番町収容所 二〇 一 一六 三七
バラック病室 二三 五〇 四〇三 四七六
合 計 八三 一三二 一〇八五 一三〇〇
[此]他に衛生員二十五名、営倉中のもの二名

連隊長入院 夫の俘虜中の上官なる得利寺役の俘虜連隊長歩兵大佐ニコライ、イワノウイチ、メルチヤンスキーは再昨日従卒ノンドレツエリマンと共に公会堂
より城北練兵場のバラツクに入院した

波蘭人兵卒の葬儀 前号に記した如くバラックに在つた波蘭人歩兵卒一名が病死したので廿五日葬式を執行したが波蘭人の死して葬儀を営みしは今回が始めなので

ある、十時五分出棺十時五十分を以て式を終つたが会葬者は仏国宣教師シヤロン氏と外に俘虜で会葬せしは正宗寺より下士以下五十九名、妙清寺
より仝十八名、雲祥寺より仝九十一名、公会堂より将校四名１３下士以下九名バラックの将校下士以下多数総計三百名許りで監督の為め羽鳥少尉来
院した、因に同日は例の鈴木九八氏は会葬せなかつた

会葬に就て 如何なる関係のものが会葬するかといふに別に之れといふ定まつたことは無く俘虜の死するときは必ず各収容所に報知するから同情を表して会
葬を希望する俘虜は誰れでも任意に之れを許す事に成つてるそうな

松方伯の寄贈品着 日本赤十字社長松方伯は近々（時日未定）来松の筈であるが其俘虜病傷者に寄贈する物品写真其他の物品は先着して一昨日已に城北練兵場バラッ

クに届いた

鉄棒と鞦韆 公会堂収容所では此程北側の庭先へ運動機械を備附けた、それは鉄棒と鞦韆とてあるが俘虜等は隙さへあれば交る交る出て行つてブラブラ下つた
りキリキリ廻つたり悦に入つて運動を遣つて居る

監督将校の更迭 公会堂の俘虜監督将校は従来歩兵第四十四連隊附の廣川大尉であつたが昨日仝連隊第二中隊長大尉吉松正幹氏に更り（少尉平川●馬氏は更らず）
下士以下の助手等も悉皆更迭したそうな

俘虜逮捕者へ賞与 過日公会堂を逃亡した俘虜兵を温泉郡堀江村で捕獲する節巡査と共に盡力した仝村石丸●造（発見者）外十一名へ昨日菅井知事より一人に付七十

銭以上二円五十銭までの賞金を下げ与へたさうな

俘虜将校の郡中行 先日の紙上に記した通り伊予鉄道の発起で俘虜将校連を遠方へ散歩に遣ることゝなり二十五日正午から郡中行を実行した、一行は公会堂から二十
二名、一番町から二名、バラックから三名で廣木大尉、平川少尉、八木通訳等が同行し彩濱舘で休憩したが仝所には伊予織物其他の物産が陳列し
てあり又軸物の展覧や地方有志の催ふしにかゝる大弓を見物し茶菓の饗応を受けて秋の半日を面白おかしく遊んで戻つてさうな、無論一同大恐悦

大得意であつた、一行中のタゲーエフ少尉は帰松後其の観察記事を書くと云ふので頻りと各種の質問を発し手帳に書取つて居た

M37.09.29 第四十回俘虜着松 一昨日午後三時頃又々俘虜将校二名、兵卒四名が入松し将校は健康者なれば一番町収容所へ、兵卒は負傷者なればバラックへ収容された、将校は
歩兵中佐カセルゲイ、コワレフスキーと騎兵少尉カセルゲイ、バグレツオフの両名であるが中佐は安平で、少尉は遼陽の南方二十露里の処で捕獲

されたのださうな

第四十一回俘虜着松 昨日も亦露國俘虜将校一名、准士官一名午前十時に宇品を発して松山へ到着収容された

１３ 波蘭人将校のローエフスキー中佐、ザイオンチコーフスキー大尉、クラウゼ中尉、クドレーウ井ッチ一等大尉の 4 名と思われる。この時期にバラックに収容中の将校で波蘭人は不明。
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新来の俘虜 第三十九回来着の俘虜は予て十三名との事であつたが其来着に際し廿七名に増加した、それは急に宇品で加はつたのであつて先の十三名は遼陽附
近の俘虜で赤十字病院船弘済丸に、後の十四名は柝木城附近の俘虜で御用船幸運丸に乗じ何れも一先づ宇品に着し夫れより一組にて太湖丸に乗換
へ来松したのである、該一行中には将校一名、下士四名あるが皆傷病者だからバラックへ収容され第三号第七号室へ分収した、そして其の将校の
氏名はマクシムコルモラエウ、井チユマソウエーエフといひ第五ウラクスキーカザツク連隊カサツク騎兵少尉にして右下腿軟部に貫通砲創を受け

て居る

外人の撮影 米国人は頻りに来松して俘虜に関する写真を撮つて居るが今回又米國ハーバース、ウイークリー通信員ボンインク氏入松し其筋の許可を得て一昨
日はバラックに赴き各種の写真を撮つて居た

投石事件虚偽の自白 過日提灯行列の際勧善社俘虜収容所の二階から石を投げた者があつた事は既記したが爾来下手人が判然せず取調上の必要より当分仝収容所の俘
虜は外出散歩は素より総ての買物等も一切之れを差留めた、だから彼等は孰れも其不自由なるに困却し居れども夫かと云ふて一人も其下手人だと
云ふて自白するものなかつたが一昨々日に至り仝所に居る歩兵曹長エビーム、セレツコフなるものが突然仝所の監督委員松本特務曹長に向ひあの
石を投たのは自分でありますから相当の御処分をなし下されと自首し出た、が決して同人にあらざることは知れてあるから松本委員は温言を以て

イヤお前ではあるまいと諭したけれど同人は否な実際自分に相違ありませぬ仮令死に処せらるゝとも不服は申さぬと意気概然動すべからざるも
のがある、松本委員は全く彼は一同が不自由なるに同情を表し一身を犠牲にして義侠的行為に出でたるものであらうと感じ一応憲兵屯所に其旨を
届け置き且収容所本部に連れ出して取調べたところ初めの気概は何処へやら忽ち前言を翻へし実は自分では無けれども之れが為め余り一同が不
自由なのに堪へぬを見兼ねて斯る事を申し出た迄で全く虚偽であつたと自白し松本氏等はさこそと一笑に付し去つたのであつた

デリカートヌイ曹長
の怪気焔

ソコデ河野委員長は該行為の結果倖ひにして差したる害を被りたるものもなければ特に処分する程の事でもなし故に悔悟して自白すればそれま
での事だからと諭して此上能く取調べよと言聞かし発見するまでは先引続き現状を維持して買物散歩等も差止めることとし松本委員は仝人を勧
善社へ連れ帰つたのである、夫から松本氏は仝所にいる今一人の曹長アバナーシ、デリカートヌイなるものにも其旨を伝へ取調べを為さしめんと

したところ仝人は今日となりて小供だましのよふな事を言つても到底白状はせぬとて之れが取調べを為さんともせぬのみなら●余りに強硬に束
縛されては若しや又逃走を企つるものあらんも図り難ければなどホノメかして一向之を肯んぜぬ松本委員もコイツ小癪なことを云ふもの哉と逃
げられるなら逃げて見よ図面が見たければ地図でも見せてやろかなど揶揄的にやつゝけると彼れも負けぬナーニ見せて貰はなくても星を見日月
を見ば東西は判る、而已ならずすでに地図もも見て居るから夫れには及ばぬ抔云ふて居たがドヽ逃げたとて決して逃げる事は出来ぬと知つて居る

から我々は逃げる覚悟は無いけれども若し其様な不都合を思ひ付く事がありはすまいかと言ふに過ぎぬのだとトボケて切り抜けセレツコフが斯
る事を自白して出たのは全体あの男は少と馬鹿である故誰かに御調子に乗せられたもので決して義侠も何も知つたものではないと怪気焔を吐き
結局終に笑柄に付して別れたが松本委員は一昨々日更に一同を集めて懇々説諭したさうな

俘虜将校の本紙購読 公会堂収容所に居る俘虜将校ウリヤード中佐が本紙を閲読して居るのはすでに久しき以前からのことであるが仝所のチエレパーヒン中尉も矢張
り海南新聞が閲みたいからと一昨日購読を申込んだので本社は昨日から配達することにした、彼等は常に日本語日本字の研究につとめつゝあるか
ら日字新聞を求めて分らぬ所は通訳官に聞き探り探りにもせよ自ら閲読するのである

監督将校の更迭 歩兵大尉廣木卓爾氏が公会堂詰の監督将校を廃められ中尉専属となつたことは既記したが仝氏のみならず一昨日バラック詰の少尉吉川柊氏も森

川乙猪氏に、法龍寺正宗寺受持の仝東家長氏も武内真太郎氏に更つた

面会日を一定す 俘虜も追々殖えて来て今日では将校ばかりが百名近くになつて其収容所も三ヶ所に分けたのだから中々監督事務が面倒になつて来た、彼将校等は
互に面会を希望するけれど勝手な時に一人々々連れて行くことゝしては其の煩に堪えられぬから今度相互の面会日を一定して火、木、土の三曜午

后とした、それで其の面会引受の日が公会堂は火曜、一番町は木曜、バラックは土曜である
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M37.10.01 石黒特務曹長を助け
し俘虜の直話

架空の小説よりも面白き実話として去十四日来「遼東奇聞」と題し本紙に掲げし彼の石黒工兵少尉（当時特務曹長たりしも少尉に昇進）を扶けた
る露國第四師団東部西比利亜狙撃歩兵第十三連隊（負傷俘虜）パーウエル、イサーノウチ井チ、ジヤンダーロフと云ふ愛すべき俘虜は其後何れの
収容所に居るかと調べて見た処彼は正しく目下松山城北練兵場のバラック内に収容されて居ることが判明した、依て記者は一日仝人に就て直話を
聞いて見たが極めて寡言温柔にして総て控へ目な質で決してハキハキ発言せず此方から質問すれば訥弁ながらポツポツ答へる位で殆んど不得要

領な男である、ソコデ其談話の要領を書いて見やうなれば左の通りである
私は石黒さんを最初より直接に助けたといふ訳ではない私が此通りの傷をしたのは八月二十四日の払暁で○○山砲台の下で夜襲突貫の時でし
たが（此時右手を傰帯したまゝ出して示す、其傷は右上膊軟部貫通銃創、仝擦過砲創）私がこの負傷をした時の有様は日本兵との距離が僅かに
二三歩計りの処であつて双方又負傷者を沢山出しました、互ひに進退依り所を失ふて其処に倒れて居たのが双方で二十人程一とかたまりに成つ

て砲台下に居りましたが露兵は五人居つたのです、処で私は此通り右の手をやられて非常に出血して自分に傰帯する事が出来ぬのを其側に見て
居た日本の負傷者が親切に手伝ふて縛つて呉れましたので私も非常に嬉しく思ひ日本人の親切なのに感じました、其時には石黒さんは其側に転
げて見て居りましたのですが此の人は服装も立派で容貌も賎しからず確かに将校と見受けました、而して互ひに敵味方といふ観念は取つてのけ
て共に同情に堪へぬ処から水筒にある水を互に飲み合ひ又は痛みを感じる人は擦り合などしていたわり時恰も大雨の后であつたから其処此処

に溜つて居る水を汲んで飲まして居つた様な事でしたが雨後の炎天に暑さ甚しく其日射に直接あたるに堪ゑず側に寝て居る将校（石黒を指す）
の苦痛の有様がいたわしくて堪へない故自等分三人の銃を取り集めて三つを交叉し其上を外套で覆ひ仮のテント様のものにして将校を其中に
這入らし私も共に其中に入り将校を保護して上げたのでありました、然うする中に日も暮れ果てゝ十時頃とおもふ時分山下から進んで来た日本
兵に連れられて私は一つの傰帯所に収容されたのですが夫から後その将校と戦地では逢ひませんでした処其後病院船で後送されて参ります際

船中で散歩して居りましたとき一等室に居つた人が右の私と一所に居つた将校のやうに見受けまして不図顔を突き合せて見ると其将校も私が
此の右腕の負傷を見て共に一種の感に打たれて互ひに其当時の事を話したのです、処が之を傍観して居つた人が二人を写真に撮つたのですが其
時の写真が即ち此れです（とて石黒少尉より贈り来りたり写真を示す）

石黒少尉紀念写真を
寄贈す

現今○○○工兵第○○大隊某中隊に復隊して居る陸軍工兵少尉石黒浩幹氏はジヤンダーロフが当地バラックに収容されて居る事を聞き前項の紀
念写真を寄贈して来た、依て其写真は直ちに本人へ渡したのである

同情の書翰を寄す 但馬国養父郡●宮村大字吉井の水垣●と云ふ人は石黒浩幹氏とジヤンダーロフとの関係を全国の各新聞が社会に紹介したる為め大に同情の感に
打たれたものと見へ今回左の如き書翰を右の俘虜へ寄せられた

(省略)
全治退院 バラックに在つた傷病俘虜の中全治して一昨日退院したのは二十七名で内露國本国人二十一名は正宗寺に、猶太人二名は妙清寺に、波蘭人四名は

雲祥寺に収容された

ブライアン氏の篤志 在松山の米國宣教師ブライアン氏は一昨日米國各処に発行せる雑誌数十冊を携へてバラックに出頭傷病俘虜の無聊を慰せん為めこの雑誌を寄贈
したいと係り員まで托して去つた

臨時検疫官の慰問 臨時検疫官兼内務技師尾中守三、内務省衛生局内務属矢木小三郎、本県衛生課長松崎宗信の諸氏は一昨日バラックの傷病俘虜を慰問した

紀念写真を贈る 久しく城北練兵場のバラックに監督委員であつた吉川歩兵少尉が森川少尉と代つて他に転任したので同所にあるリユリツクの俘虜一同から予て
同一行が紀念の為め撮影して居た大判写真二種を同少尉へ紀念として贈つたそうな

M37.10.02 感謝状を贈る バラック収容中の露國赤十字社医員ハイシコーフは日本赤十字社愛媛支部長菅井誠美氏の好意に対し左の意味の感謝状を贈つた
謹啓百里故国を離れ俘虜となり候小生に於て博愛至仁なる貴社の代表者なる貴下より御叮寧なる優待を賜はり感佩不一候小生も素と貴社の主
旨に献身致し候者に候へども我が僚友三名の医師と共に今日の境遇に陥り病傷者救護の実を挙ぐること能はざるは常に深く遺憾とする次第に
て此一事は小生並に同僚の憂愁に堪ざる処に候同情の切なると御恵贈品に対する小生の熱誠なる謝意を赤十字社員各位に伝へられ度奉願候

茲に小生松山に於ける俘虜医師等の希望に因り貴下に写真一葉を呈す小生等と共に俘虜にあらざる印度の医師も撮影致居候
尚ほ小生は深厚なる感謝を表し併せて世の可憐な殉難者の病苦艱難の救護を与ふる赤十字美事の益々盛大ならんことを祈る

俘虜労役規則の実施 俘虜労役規則実施の第一着としてパンの鑑定者、病室炊事当番、仝独逸語通訳者等へは一人一日下士七銭兵卒四銭を給することゝし先日より実施
して居るさうな
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冬服の調製 最初彼等が我松山へ送られた時分はまだ春寒の頃であつたが其後月日が経つに連れ暑くなつて彼等の着て来た服では仕方がないので夏服を仕立
てゝ遣つたのはツイ先日と思ひきや、早や秋も半ばを過ぎて朝寒夜寒を感ずる頃となつたが彼等の中には持服で役に立つものもあれど多くはゼロ
であつたり襦袢ぎりのや何かだから早晩冬服を与へる筈で其調製に着手して居るさうな

M37.10.04 来るべき俘虜 安東県定立病院に収集してある俘虜の内傷病者約六十名（内将校若干あり）は近日内に松山へ押送さるゝ旨其筋へ電報が入つたさうな

監禁所閉鎖 部下を引連れて逃走し其後捕はれて剛慢不遜の言動あり委員長河野騎兵大佐が懇諭するも一も悔悟の情なかりし彼の騎兵大尉ミルスキーは依然
旅団司令部内の特別監禁所に容れてあつたが流石の彼も永々の不自由と秋の空の物淋しくて種々なことを考へ出し少しは大佐の言が身に染み渡
つた折柄過日来一番町収容所の騎兵少尉タゲーエフが注告したので今更ら其身の悲●を悟りこゝに改悛の意を表したので去る三十日監禁を●さ

れ公会堂収容所へ転出された、で右の監禁所は仝日限り閉鎖せられたさうな

運動区域拡張否定 従来俘虜の散歩区域は市外四里以内と限られてあつたのだが夫では余り窮屈で彼等も少しは変つた方面が見たいと云ふので鉄道線路に沿ふ処位
は少々遠方でも差支へあるまいと過日主務省へ稟申しすでに郡中方面へ遠足を遣つたのであつたが今度陸軍大臣から此散歩区域拡張のことは許

可し難き旨回答があつたと云ふことぢや

M37.10.05 妙圓寺収容所の開始 リユーリツク乗組海兵にしてバラックに収容後全治したものは勧善社と正宗寺とへ転収して居たが如何云ふものか彼等は陸兵との折れ合が附か
ず一寸見は親睦さうに挨拶もすれば祈祷もして別に軋轢がありさうもないけれど実際は非常に意志の衝突があつて海兵等は常に通訳に向ひ陸兵

と合はぬ不平を訴へて何卒我々海兵は海兵だけで別居さして呉れまいかと歎願して居たのだけれど一々其希望を充たして遣るといふ訳にも行か
なかつたが追々海兵の全治退院者が殖えて来て勧善社には下士二名卒二十五名、正宗寺には卒十九名、合して五十名近くの人数になつたから彼等
の為に一収容所を設けて遣ることゝし予て其候補所となつて居た萱町二丁目妙圓寺を開き一昨日から此処に分収することゝなつた、で彼海兵の悉
くは之を聞いて大に喜び得々として転居したさうな

教育会員の俘虜慰問 教育協会松山部会役員十五名は来る七日午前九時より松山中学校、松山高等女学校及び市立各小学校生徒の成蹟品（図画）を携へてバラックの傷
病俘虜を慰問するそうな

能狂言を見物さす 郡中行を案内した伊予鉄道会社長井上要氏等は俘虜将校に能狂言を観せたら宜からうと云ふので過日来松山能楽会員へ交渉中の処能楽会員中で

は我が多数の傷病兵が苦んで居る今日斯る観楽的のことを敵国の者に見せて悠々●々たるは本志でないと反対説も出たけれど結局能楽会の催し
とせず同好有志の催しとして井上氏等の希望を容れることになり来る九日の日曜日を●し道後公園能舞台にて愈よ幾番かの能狂言を催すことゝ
し当日は時刻をはかつて井上氏等が彼俘虜将校を案内するのださうな、其之れを観覧せしむる主旨はもと此能楽は日本固有の楽にして高尚●●ら
ること論を俟たず其作柄も忠孝とか礼●と●を●したものが多いから之れを彼等欧人に紹介●るは日本の美を知らしむる上に当を得たものであ

るからと云ふのであるが果して彼等に此美を解するものがあるかどうだかは甚だ懸念に堪えられぬのである

M37.10.07 孫の手紙に泣く 古い奴ぢやが焼野の雉子夜の鶴子を思ふ親心は国の東西人種の異動を論ぜず皆同じことで孫と来たら目に入れても痛くない程可愛いものだが法
龍寺収容所に班長を勤むるアントン、ベガー曹長は四十幾歳、五十に近き老武者なれば本国には妻子も孫もある身分だから常に子の上孫の上を懐

ひ一層望郷の念深く此頃の秋空に月を眺め雁を見ては愈よ益す故郷恋しの情に迫られて居る折しもツイ先日自宅に残しある当年九ツになる幼な
子から父の手紙と共に一片の書状が来た、文意は極めて無邪気な単純なのだが其無邪気なのを見たベガーは一入切なる情に駆られて件の手紙持つ
た儘思はず知らず声も惜まず泣いたとは左もあるべきことで通訳や監督将校なども同情に堪ゑ得なかつたと云ふことぢや、此ベガー曹長は讃岐に
去つたミシン曹長の様に小才の利かぬ些とボンとした様な男ではあるが年甲斐だけに着実な処があつて事務を執るのが極鄭重で部下兵士は能く

曹長に懐き常に彼を呼ぶに「アカーテアカーテ」（父よ父よ）の語を以てして居るさうな

俘虜労役を喜ばず 彼の俘虜労役規則が発布され之を実施するに就て目下高濱に工事中の伊予鉄道敷地埋立人夫に使用したら好かうと云ふので先日正宗寺収容所に
於て土工に経験のあるものを取調べたが誰とて一人も経験があると申し出るものがない、無いことはない筈だのに彼等詐はつて隠すのに違ひ無ら
しと一同を整列させて汝等は何故に実を吐かぬか窮屈なる寺院の内に蟄居せずとも広々とした海邊広野に働きシカモ一日幾等の賃銀が得られる

のだから是程好いことはないではないかと懇諭したけれど一向に「夫では私が遣りませう」と言出すものがなかつたさうな、彼等の根性ではエイ
エイ働いても一厘も呉れずツマリ無銭働きに終るのではなからうかと懸念して居るらしいとのことでや
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俘虜中の理屈家 正宗寺収容所にアレキサンドルヂミトロスキーと云ふ二十七歳の俘虜がある、彼れは某宗教学校を卒業し高等法院書記を務めて居たが此度義勇兵
として従軍し捕獲さられたのであるそうなが此奴中々の理屈家で同所収容の当時容易に監督官の命令に従はぬので監督官は彼れに俘虜心得を読
み聞かして服従の義務あることを説聞かした、処が彼傲情にも熟考せねば返答が出来ぬと一たびすねた上所謂熟考しての返答が自分は俘虜てある
から自分の為めならば如何なる作業にも従事するけれども日本の為めの仕事に従事する義務を認めぬとやつたそうな、斯んな塩梅で監督官も中々

五月蝿かつたそうなが感情の融和と云ふものは妙なもので今は然う理屈も云はず先日来バラックの方へ移つて同所の雑役に従ふて居たが近頃持
前の我儘を出し最うバラックの使はれ人は厭だ拭いたり掃いたり身体が続かぬと再昨朝元の正宗寺へ戻んて来た

菊池軍医監は旨い 右のヂミトロスキーは再昨日正宗寺へ帰つて来ると種々バラックの模様を伊崎通訳に語つて居たが彼は余程菊池軍医監（博士）の技倆に感じたも

のと見え閣下はどうも旨い外科手術は言分ない世界の大家と云ふて憚らぬと口を極めて嘆賞した

江戸菊と向日葵 夫から話は順々に変化したが彼は先日バラックに行く時分はまた何のこともなかつた正宗寺の庭の秋草が帰つて見ると時を得面に綺麗に咲揃ふ
て居るのでアヽ綺麗々々と称し赤い江戸菊（俗にタイメン菊）を見てアノ芥子が一番綺麗など云ひ黄い向日葵を指してアレは我々の方でボツヅソ
ール、ニーチニツチ（太陽に従ふて行くと云ふ意）と云ふが日本では何と云ふかなど問ふて居た

六度の眼鏡 又此ヂミトロスキー甚だしい近視眼で八度の眼鏡が欲しい欲しいと云ふて居たがバラックに居つたお蔭には自国の入院将校から六度の眼鏡を買
ふて貰つたから先生得々として正宗寺に帰つたさうな

患者病室別 第一、二番室将校二十五名下士七名卒七十四名計百一名、第三番室下士十一名卒六十三名計七十四名、第四番室下士十一名、卒五十二名計六十三
名、第五、六番室将校一名下士十八名卒百四名計百二十三、第七番室下士三名卒六十九名計七十二名合計四百三十六名（五日現在）

俘虜に告別 松山臨時救護所で久しく治療中であつた彼のワリヤーグ乗組員一同は全治の上愈々本日帰還する事となつたから再昨日午后一時より谷口通訳員
の引卒で警察官護衛の上一番町俘虜収容所に抵仝所に収容されあるリユーリツクの士官に面会し別辞を告げて別れたげな

第四十二回俘虜着松 遼陽方面に於て俘虜となりし俘虜将校一名、同下士四名、同兵卒二十七名、合計三十二名は一昨日午后五時十八分古町駅着汽車にて着松直ちにバ
ラックに収容された

第四十三回俘虜着松 下士以下俘虜三十八名は昨日午前九時宇品発の汽船六甲山丸にて午后二時高濱着直ちに松山城北練兵場なるバラックに収容された筈である

M37.10.08 診断所特設 旅団司令部内元兵器支蔽へ今般俘虜診断所を設け五日より開所した、診断は毎日午後の一時からであるが受診の露兵は一切連隊の正門（西口）通
行を禁じてあるさうな

歯を磨かず 日本人は何んな人間でも朝起たら必ず清水で面を洗ひ其際ブラッシで以て歯を磨き中には一日三回位遣るのもある、歯磨粉は用ゐぬとしても食塩
位は使ふのであるが露兵は中々歯を磨かず中には一日一回の面さへ洗はぬのがあるさうで或る俘虜兵が通訳に向ひ「自分は先日日本の兵士が歯を
磨いて居るのを見たが皆彼の様にするのですか」と問ふから「無論の事日本人は兵士でも人民でも歯を磨かぬものは殆んどない」と答へた処彼は
感心して驚いて居たと云ふことぢや

日露会話と首ッ引 瀬沼某氏編纂の小冊子日露会話を著者より寄贈して来たから過日各収容所の露兵に数冊づゝ分与したのであるが彼等は爾来一生懸命に之を以て
日本語の研究をせんものと終日此小冊子と首ッ引をしつゝある、出入の人民が彼等に近附くと日露会話はあるかあれば持つて来いと促し頻りに手
真似交りの会話をしやうと試みて居るのは無邪気である

第四十三回俘虜着松 既記の如く六日午後二時汽船六甲山丸で高濱港に到着直ちに汽車便にて古町駅から城北練兵場のバラックに収容された人員は下士三名、兵卒三十
五名合計三十八名で何れも摩天嶺附近に俘虜となつた負傷者である

M37.10.09 第四十四回俘虜着松 リユーリツク乗組俘虜中重傷者は目下尚ほ佐世保に百五十名計りあるそふなが昨日其内より十九名の患者が着松した筈である

新来の俘虜 第四十二回着松傷病俘虜の中にありし一人の将校氏名はレーフイワノビッチ、リユオーフと云ひブヅルーツスキ第二十五連隊附の歩兵大尉で傷所
は左腹部及下腹部貫通銃創である、又去る六日四十三回目に着松した傷病俘虜は軍曹三名、伍長一名、音楽手一名、兵卒三十三名で其内十八名は
五号室、二十名は四号室に収容された仝日に着松するものは三十九名の筈であつたがとふいふ訳か一名彼の地に残されたとの事である
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教育部会の慰問と寄
贈

愛媛県教育協会松山部会は露口悦次郎氏外十六名を代表者として一昨日城北練兵場のバラックに俘虜傷病者を慰問させた、慰問は第一番室の将校
より始て順次各室に及んだのであるが吉川通訳官の紹介で露口悦次郎氏が将校中の上長官に対して一応の挨拶を演た処俘虜将校は之に対して感
謝の意を述べ且つ中学校、師範学校其他市内の各小学校参観を許されぬやとのことを相談した、処で露口氏は我校即ち松山高等小学校は差支へか
無いが他校は交渉の労を執るべしとの意を答へ夫より各室を巡回し吉川通訳官から一々来意を伝へ彼等は何れも起立して来意の辱き旨を述た、而

して仝一行は彼等が無聊を慰する為め中学、高等女学、松山私立女学、市内各小学校の成蹟品（中学、女学校の美術的図画各小学校の科目画地図
等あり）数十点を寄贈しそれを第一番室の一室で展覧する事にした、記者も第一、二、三番室は其一行に随伴したのであるが将校及び下士卒共起
居の自由なるものは皆礼儀正しく起立して仝一行に対する挨拶をなし起居自由ならざるものは臥したまゝにて頭を擡げ敬意を表して居た、其内に
は看護婦が二人して頻りに介抱して居るものもあれば痛所の甚しいのもがあつて大に苦痛を感ずるものゝ如くウンウン呻つて居つたのもあつた

又一人二三葉の画を出して記者に示し自分の胸を指し且つ傍らに置てある画の具を見せて之れは自分が画いたのであると語り片言ながら能く書
きます抔と遣つて居たのがあつた

煖は火鉢で取る 追々防寒の用意をせねばならぬのであるがバラックではストーブを据へ付けず各室へ火鉢を置いて夫れで煖を取る計画であるさうな、然うすると

火鉢は随分沢山に要し木炭の入る事はスバラシいことであらう

女湯を侵す 無教育な俘虜卒の中に無作法な男が寡なからぬことは敢て奇としないが一昨日のごとき道後温泉で何時の間にか女湯へ侵し来り賎しむべき振舞
にも及び兼ねまじき面付きして覗き込んで居た奴があつたとは不埒千万

能楽観覧の見合 予て本日の日曜に道後公園で能狂言を催し俘虜将校を喚んで観覧させやうと云ふ計画があつたことは既記したが右の催しは能役者等に差支へる
ものが出来たからと云ふ名義で伊予鉄道会社長井上要氏から先の案内を取消し無期延期となつたとのことだ、吾人は夫に賛成するので遣るやうな
らば●々時機を見て遣るが宜からうと思ふ

M37.10.11 ●●の老俘虜釈放さ
る

一番町の将校収容所に●年七十歳の高齢なるウラヂミル、イワノヴ井ツチ、アニシモーフと云ふリユーリツク号の艤装係[を務]めて居た俘虜があ
ることは予て記した処だが仝[人]は此程独乙文で認めた一通の願書を俘虜委員長河野大佐の許まで差出した、河野委員長は独乙語[を能]くする処か
ら直に訳読して見ると其文意は実[に左]の通りなのだ

請願書

[予]は四十九年間露國艦隊に於て経理官として勤[務]し今や七十歳に達したり
[今]回戦役の破裂するや予は最後の服役年を継続[す]る為め巡洋艦リユーリツクに在て尚一年間服[役]せんと欲したり予は仮令ひ老齢の為め戦
●●●●の●務を注意周到に充足せしむるに困難なりと雖も予は本国の為め服務し戦役の困難に凌駕するは其義務なりと信じたり
予は経理官なるを以て現在毫も会戦に参与せしことなく而して負傷者を扶助し彼等の苦痛を軽減し以て博愛の義務を充さんことを求めたり

其他予の老齢は人々の同情を寄する所にして且つ尚戦役の困難特にリユーリツク号の惨状に由て大に予の健康を害したり
予は大佐殿に由て日本帝国政府が予を釈放せられざるや否を伺はれんことを願ふ是れ予は露國に於て子孫の団欒中に残年を送り得んが為なり
松山に於て一千九百〇四年九月六日 署名

是を見た河野大佐は尚能く取調べた上で去る八日実憫然なるものとなし公文では差支へるから私信を以て特別の御詮議を以て釈放されんことを

との自分の意見を添え石本陸軍次官まで右請願書を提出した、処が其筋でも詮議の結果これは赦して遣るが好からうと決し昨日釈放差支なき旨の
回答があつた、で直に此趣を本人に通じて遣つたから無論非常の喜びて我国の寛仁大度に感じ他の俘虜等も我の雅量に驚いて居たと云ふことぢ
や、是れ等は実に国家の美談として称すべきものであらうと思ふ

近々帰国 右の老俘虜とバラックに居る衛生部員と及び負傷俘虜中癈疾不具となつたもの四十名足らずは近々松山を発して帰国の途に就くさうである、彼等

の喜悦や想ふべし

タゲーエフの著述 彼の文才ある騎兵少尉タゲーエフは過日郡中に遊んだ際の観察に就て著述せんものと爾来熱心に執筆して居るが一番町収容所では何分騒々しく
てならぬ処から勧善社収容所内へ別室を仕立てゝ貰つて一昨日是に転居した、まだ最中草稿中ださうだから随分長篇のものになるだらう、何れ脱

稿の上は許可を得て本紙にも訳載する考である

又新殿拝観 俘虜将校二十余名は一昨日の日曜日にお能参観はゼロにあつたけれど矢張り道後方面へ散歩に出掛け霊の湯又新殿を拝観し又遠く石手寺界隈を
も歩いて戻んたのであつた
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投石者判明す 過日提灯行列の晩に勧善社内から参列者へ石を投付けたものがあるけれど夫が何人なるや判明せず俘虜等は強情にも其下手人を自白しないもの
だから懲しめのため特に一統の外出を禁じ酒保商人も出入を許さなかつたのだが彼等は終に根負けして一昨々日実は軍曹某と云ふものが投石し
たので如何にも悪かつたと自白に及んだのである、で仝日本部の松澤少尉は仝所へ出張し松本監督少尉、小笠原立会の上取調があつたが別に損害
を与へたと云ふでもないから多分譴責位で済むだらう、就ては爾来商人も出入りする散歩も出来るので皆々大喜びだと云ふことぢや、此軍曹は品

行左まで悪いのではないが酒を飲むと兎角六ヶしい方で当日も少々きこしめしたのだが夜に入つては既に酔も醒めて居たのであるが折柄行列参
加者の万歳の声が甚だしいので先生は己れ等を嘲笑する声だと感違ひして敵愾心を起し飛んだ行為に及んだのたさうな

M37.10.12 バラック落成期 城北練兵場へ新築中の田中熊太郎氏請負分バラック十五棟は来る十七日頃全く落成すべく門家請負ひの分も同様其頃までには竣工の予定だそう

な

ジヤンダーロフの●
黙

彼の石黒少尉を旅順背面の要塞下で助けた（目下バラックに収容中）負傷俘虜ジヤンダーロフに記者が其当時の話しを聴いたとき如何にも沈黙で
殆んど不得要領な男ぢやと思ふて居たがよく聞いて見ると全く天性の沈黙家では無く夫れには一つ原因があるらしい、夫れはどふかと問ふて見る
とこうである、慈仁博愛てふ人道を解せざる無教育の露國俘虜等はジヤンダーロフに向ひ貴様は我が怨敵たる日本の兵を助けた不都合な奴ぢやな

ど言つていぢめて同室にも居り悪いふになり此の有様では若し帰国でもした時分に又た如何なる憂目に逢ふかも知れぬ模様なので彼の温柔な質
から自然狐疑畏怖心を起して其邊に朋輩が傍聴して居ると充分な話しをせぬやうにするのぢやげな

降参の為めに我が兵

を助く

過日道後に来た我が負傷兵の話しに……彼の石黒少尉を助けたのとは少し風違ひではあるが或る我が重症者軽病の露兵に扶けられて来たのが二

人ある其の扶けた露兵も多分バラックに居るであらうと思ふが其時若し独りで俘虜となつたれば殺されるかも知れぬところから日本兵を負ふて
自分が投降の材料にしたものらしい、処でうまく俘虜となりすましてバラックに来て居るに相違ないが朋輩の意向が如何あらんか心配して口外せ
ぬのであるらしい

M37.10.13 俘虜現員数 松山の各収容所に於ける去る七日現在の俘虜数は左の通りである
収容所名 総 数 将校 下 士 兵 卒
公会堂 七二 三八 四 三〇
法龍寺 一〇二 一三 八九

勧善社 二二九 三二 一九七
妙清寺 一一九 一一 一〇八
正宗寺 一三四 二〇 一一四
雲祥寺 一二五 四 一二一

一番町 四三 二四 一 一八
妙圓寺 五四 三 五一
バラック 五二六 二七 五六 四四三
計 一四〇四 八九 一四四 一〇八五

[此]に衛生員廿六人、営倉一人、通計一四三二

紀念撮影 バラックに収容中の露國衛生員廿六[名と癈疾]者四名と古希将校とは不日帰国を許され[た]ので俘虜監督委員長河野大佐、同委員松澤、小●、羽鳥、
森川の四少尉、医員長馬島軍医正、吉川通訳、各救護班医員等は昨日松山俘虜収容所本[部]で紀念撮影した１４

喜色面に溢る 不日帰国の筈につき本日紀念撮[影を]するのじやと言渡して昨日森川少尉吉川通訳●の一同を引卒してバラックを出で俘虜所本部に●●時は何も
喜色満面に溢れて早や妻子や孫に逢[ふ事]が出来るかの如くにこにこしつゝ朋輩と握手[して]居つたが之れを見た他の俘虜等は非常に羨ま[しさ]
うな風であつた

１４ 菅成徳氏所蔵の写真のこと。
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M37.10.14 俘虜下士卒職業別 松山市内各収容所の俘虜（下士卒）の職業を取調た結果左の通りだそうな
人 人 人

農 五六〇 米 商 一 製●人 一
漁 七 烟草屋 三 製 ● 一

音楽師 六 売 薬 一 鍛 冶 七
巡 査 二 雑 貨 一 機械工 一
書 記 六 酒造業 二 錠前屋 二
商 二五 裁縫師 一五 鋳物師 一

呉服商 一 織 工 四 大 工 八
仲買商 一 靴下製造人 一 ●物● 四
更紗商 一 石 工 六 曲物師 二
羊毛商 一 竈造人 一 指物師 七

肉 商 二 靴 工 二二 桶 屋 一
馬具製造人 一 受負人 三 家具製造人 一
船 乗 一 看板屋 一 庭園作 二
製菓業 四 装飾業 一 製麵麭人 一

学 生 一 料理人 七 獣医見習 一
給 仕 一 理髪業 二 機関手 二
教 師 一 鉄道工夫 二 コサク兵 二
商店手代 八 無 職 一二 工場手代 三

家畜商 三 ● 者 九 計 七七四

又 松山城北練兵場バラックに在る傷病俘虜（下士卒）の職業は左の通りである
農 業 三五六人書記教員番頭六 商 人 九

仕立職 一〇 毛織職工 一 石 工 六
暖炉職工 一 靴 工 一四 羊皮工 一
鍛 冶 八 機械製造業二 錠鍛冶 九
鋳物師 一 金細工職 一 錠前工 二

建具職 四 大 工 一〇 佐 官 一
着色匠 一 木挽職 二 料理人 三
火 夫 三 水 夫 一 書 工 一
植木屋 三 理髪業 一 計 四六六

M37.10.16 海軍兵の散歩 リユーリツク号の海兵ばかりを収容して居る萱町二丁目妙圓寺には六十名ばかりの俘虜が居り之が監督将校には男爵中御門大尉が任ぜられ通訳
官は小笠原健氏（歩兵大尉小笠原晴馬氏の実兄）が雲祥寺と勧善社との三ヶ所掛持で勤めて居るが此収容所はツイ三四日前初めて外出散歩をする
ことゝなつた、当日散歩に出たのは三十余名であるが中御門男、小笠原通訳も同行し西山方面へ出たのであつた、先づ朝日八幡宮に休憩し彼等は
絵馬堂にある日清戦争の絵●なんどを頻りに覗き込んで批評し順次散歩して北寶塔寺にも暫く休んで帰つたのであるが陸兵とは違ひ規律正しく

通訳に対する質問の如きも比較的高尚であつたとさ、而して皆一様に風景の美なことを激賞して居たと云ふことぢや
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日本の稲は二度作で
すか

右海軍兵の一●●松山郊外一帯に金波を漂はせて居る稲田を見て実に日本は暖国だけありて此稲の能く出来て居るには驚く日本は一年に二度此
通り米が作[れ]るのですかと問ふからイヤ日本でも二度作れる処もあるが多くは一度作で此邊も其通りだと答へたら彼等はアラ然う日本では何処
でも二度作だと聞いて居ましたなど云ふて居た、露國ではカウカーズ邊りは殆んど日本同様の米作が出来るけれどモスコーヤ聖得斯堡邊では滅多
に米を作らない、ヨシ作つたとて茎の長さ僅に一尺位にしか生長しないさうだ

俘虜三十八名来松 負傷俘虜下士六名（其内重傷五名）卒三十名（内死体壱、重傷十五名、伝染病患者壱名）以上は清国遼陽附近で我軍の為め捕獲せられたるものと
外に旅順方面で俘虜となつた卒二名合計三十八名が病院船大連丸で医長陸軍三等軍医正小松逍氏の監督の下に一昨日午後五時高濱に着し七時四
十五分古町駅着同八時にバラックへ収容せられた

M37.10.21 帰還将校送別宴 去る十三日は彼の今回帰国を許された一番町の収容所に居た古希老将校アニシモーフ外四名の衛生部員が勧善社の収容所に居るタケノーフに告
別の挨拶に往つた時しも正午頃であつた処タケノーフはそれでは御別れに一盃を[手向]けやうと云つて俄かに酒肴抔を構へて宴を開き[仝]所の監
督委員松本少尉、小笠原通訳官等も之れに列席して共に杯盤の間に胸襟を開いて快談を交[換]して同所に遊藝に長じた俘虜はないかと捜して見[る]
ると六名とか七名とかあつて之れを呼び同宴席の●●で舞踏をやらしたその初めには先づ露國にて●●あるらしい送別の唱歌（大露國、小露國と

い[ふ]三節ある）らしきものを謳ふて之れに調子を合せて舞踏し次には又にわか的滑稽躍りを能くすものが二人あつてそれに其躍りをやらしたが
頻りに[逆]立ちなどして笑はせ非常に一座を歓ばしたので[、]タケノーフ其他より十円計りの纒頭も投げ与へら[れた]而して十分の歓を尽して午后
三時過ぎに解散[し]たげな

古希将校の感涙 彼の今回放還さるべき古希将校アニシモーフが過日記念写真を為すにつき収容所本部に出たとき松居留守旅団長の前に呼び貴下●今回高年の為
め特典を以て本国に放還さるゝ事●●つたさぞ満足と存せらる追々寒さの時候に●●る事なれば海陸とも老体を大切にして早く帰●●れるや孫
の顔を見られるなればさぞさぞ皆喜[ばる]ゝならんと懇切に告別の辞を述べたれば同人●●れを聞きつゝ顔色を赤くし両眼に涙を湛へ時[々ハ]ン
カチーフにて之れを拭ひつゝ感謝の詞を述●●●かく高年に及びたるが之れ程うれしき事に[あつた]事は二十年この方無いと語りたりとされば●

●●二十年前に何にか非常に嬉しき事のありた●●●ならんと立会せし人は同情を寄せて何れも●●●拭はざるはなかつた

●●到着 リユウリツク乗組下士以下二十名の●●●去る十七日に到着した同艦乗組員にして之●●●に松山へ収容されたのは着の身着のまゝで●●●●
荷物も持て居たものが無かつたが今度●●●●●で各所より寄贈せられた物品が多くあ●●●●●提げ革鞄一個宛位いは持つて居つた而して何

れも麻裏草履を穿いて居つたが其鼻緒の尖きに赤青紫黄等の毛糸で造つた花形が着けてあつて殊更目立ちて見へた

近着将校の氏名等 去る十六日に着した将校は狙撃歩兵第五連隊附大尉イワン、アレクサンドロ、ウエチ、モスクウエーン（左肩胛軟部貫通砲丸子創）、同第二十三
連隊第三大隊一等大尉アレキセーイ、チウルコーヲ（腰部貫通銃創）の二名なり

M37.10.22 酔狂俘虜の営倉入 昨紙欄外に記したる如く去る十八日の夜十一時頃勧善社俘虜収容所の二階にて乱酔の余り喧騒したる六人（八人とせしは誤）の俘虜中コサック騎
兵伍長ヒヨードル、バライノーフ、仝上等兵ワシリー、ボルーヒン、東部西比利亜騎兵軍曹パーウヘル、ウヲーリン、の三人は主謀者と認められ
営倉に入れて目下取調中なりとの事なるが一人も抵抗を試みるもの無く全くの酔狂に出でたること明かなり、又其関係者たる兵卒「ツラヒム、チ
ユコーフ」、「ラブレンチー、シースキン」、「アンドレイ、ルーシエンコ」の三人は更らに衛兵などに対して抵抗などしたる事はないと弁明し居る

よしなり、今当時の景況を補記せんに当夜二階にて喧騒を極むるより一人の衛兵が靴の儘現場に駆け付けたるに俘虜は何故土足にて此処に来るか
此所は靴の儘上る所に非ずとて之を拒止せしに言語の通ぜざる処より一場の争となり声高に言ひ●るに付衛兵は之を制止し居る所へ今一人の衛
兵[帯剣]の儘上り来りしかば俘虜等は之を害意ある者●●●して終に昨紙記載の如く其銃剣を握りて之●引きけるより衛兵は遣らじとて引戻した
る際に[俘虜]の手に微傷を負ひたる位なるが元来当夜之に●●を与へたるは彼の衛兵の厚意に出たる耳ならず[此]衛兵は平素俘虜に対し頗る親切

に遇し居る故酔[が醒]たる今日は俘虜等は頗る後悔し居る由なり

張紙は何の為めぞ 勧善社収容所の楣間に卒ステパン、ウテルンツオフ（鼻開げ最不良）、一等●●ヴクトル、マカーロフ（命令不奉）、其傍ら[に一]等軍曹チモフエ
ー、ニスコロードフ（教師）と[日本]字で書いて貼つてあるを見本人共が之を見て[これ]は何の為めに書いてあるかと問ふに付き衛兵[等は]之をご

まかして之れは教員の名が書いてあ[ると]説明すると其内ウテルンツオフといふ奴は少し[しく]日本の片仮名をなま知りに知つて自分の名位[は
読]める奴にて自分の隣りの名を読みて彼が朋輩[中最]も擯斥を受けて居る者である処から何でも[己も]其れと同様に見られて居ると思ひてか頻り
に張り出しの理由を尋ね是非除けて呉れと請求して居るとは無邪気にして可愛らし
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M37.11.01 支那服 最近来着の俘虜が支那服を着して居た事は其の当時に鳥渡書いて置いたがこれはどういふ場合に於て[調]製したものであらう或は寒気に接したた
め防寒の為め徴発したのであらうかとの疑ひがあつたが聞けば全く然うで無いらしい、彼れ等は皆な前哨捜兵隊であつて支那人を装はんが為め故
らに新調したものだとのことである

衛兵の立話し バラックに詰めて居る衛兵が話して居るのを聞くと昨夜己れが当直で病室を巡廻して居つた処怪しからぬ事があつたあの将校の居る病室の暗闇
で○○○と[誰]かと密接して頻りに私語をして居つたからおれは息を殺してソツと其後方から窺いて居たがフト咳を催して堪へられずツイコンコ
ン咳ごつたので彼方の二人は喫驚りして何処へか跡を暗らました、何つかの新聞に○○○のあまり美形なのはよくないといふよふな事が書いてあ
つたがこんな事が矢張り原因であろう如何も困つたものぢやわい

M37.11.03 海軍将校到着 去る二十九日午後十一時俘虜兼好将校一名着松し公会堂収容所に収容したが右は旅順附近で獲た海軍将校そうな

刑期満了 東部西比利亜狙撃歩兵第五連隊第六中隊兵卒ムスリラウギツーリン（二十三）は先きに我軍の俘虜となりて松山俘虜収容所に収容中本年七月兵卒
デンドグワルデーインが散歩の為め室内に出たる隙を窺ひ毛布と敷布の間に入れてあつた露國紙幣四留仝銀貨二十個日本銀貨五十銭を窃取して

他人に交付し居ることが発覚し直ちに其筋の手に捕獲され第十一師団軍法会議に附せられて取調の結果重禁錮二月監視六ヶ月の判決を受け丸亀
市高松監獄分監に於て服役中去廿九日刑期結了したので放還され勧善社収容所に戻つたが一昨日は監視表に検印を貰ふべく松山警察署に出頭し
て居た蓋し外人の監視執行は松山署始てのことであると

営倉を出たパノーフ 彼 公会堂から逃走して久しく営倉に閉ぢこめられて居た俘虜士官候補生パノーフは去る廿六日許されて営倉を出で勧善社に収容する事となつ
た、処が彼れは是非公会堂に復したいとの希望であつたけれども予て勧善社に収容されて居るタゲーフが引き受けるといふので仝所に容れたので
ある、タゲーフは年は長して居るし才子であるから能く説諭したものと見へパノーフは此頃はさつぼり改心して以後は逃走せぬといふて居るげな

師範校参観 其筋の許可を得てタゲーフ、パノーフの二人と勧善社と雲祥寺（今は大林寺に居る）１５との教員四人及両所の取締りとなつて居る二人の曹長と都

合八人を監督委員の松本少尉と小笠原通訳とが護衛して本県師範学校を参観に出掛けたは去る二十七日午前九時三十分の頃であつた、処で仝校へ
往くと佐野川校長は一行を応接の間に引いて懇ろに挨拶した後タゲーフは仝校に於ける教授の仕様等を参観したき旨の希望を述べた、仝校長は会
釈して夫れは充分に観られて差支へは無い然るに授業時間中は教員及び生徒共に特に立礼等も為さしめず自然礼を欠ぐに嫌ひあれども校則とし
て之れを枉げる事なし難きに付此儀は予て御承知の上御覧ありたしとの挨拶を為して各教室の授業の景況を見せ小笠原通訳は其室毎に其教科の

概略を説明し何れも熱心に逐一聞き得見得たる事を手帳に控へ殆んど半日を消したのである、又附属小学校に於ては其教員が相会して教授法を研
究し居る処に至りたるに其集合して居る教員等は其椅子を譲りて其教へ方に就てのやり方抔を通訳に介して談話し、又女子部に於て運針を競争的
にやらして居る処抔は非常に熱心に見て居つた

学校組織の拠る所を
問ふ

タゲーエフ一行は前項の如く教授の模様を一々参観して応接の間に復すると授業も休憩となりたる場合にて各教員も其室に会し互ひに挨拶を終
つて後タゲーフは此学校は何処より其模範を採りしやと問ふた、佐野川校長はされば此学校は元米國に倣いて組織し次に仏国の規則を折衷し今日
の処では概して独逸に模倣して居る故に洋ての規律等も●にして居ると答へた、処がタゲーフは独逸は最も規律を正ふする英国の方は稍自由を与
へてある抔頻りに各国の教育方法に付ての談話を試たさうな

教育の普及を激賞す タゲーフは又日本は斯る松山の如き小区域の中に於て実に学校が多い之れが為め一兵卒に至るまで姓名位の書けぬものは無いと云ひ自国は之れ
と比較して迚も及ばぬと言はぬ計りに激賞し其授業時間中には吾々が見ても学生は決して脇目も振らずに実に熱心にやつて居るのと又教員同士
が彼れが如く始終教授法等の研究して居るのは感服の外が無いといふて居た

各所感を述ぶ 夫れより何れも収容所へ帰る途中でも頗る我国教育の普及し居るのに感服した話しを内間同士が話して居り且つ各自に其所感を述ぶる●にして
四人の教師、二人の取締及び曹長等も各其感ぜし処を書面に認めてタゲーフの手許に集め居るさうな、而して又タゲーフは一層其感ずる処がある
と見へ斯る教育に関する事のみならず一般の風土人情を視察し充分の材料を蒐集し帰国の上一篇の書を著はす準備をして居るとのこと

城山参観 今二日即ち水曜日には其筋の許可を得登観の節は喫煙せず撮影せず建物等を棄傷せざる条件の下に松山城参観を矢張り前項の八人に許されたさ
うな

中学校参観 松山中学校も師範学校参観の日に参観を許され居たのだが師範校に非常に時間を費やしたる故終に昨日迄延引となり居り昨一日これを参観した

１５ 10 月７日現在数調べの時点では雲祥寺収容所は開所中であった。雲祥寺の波蘭人が大林寺へ移されたのは何時頃か？
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M37.11.05 俘虜将校の愛婦
名はおたき＝長崎生
＝面会の為め来松中

一昨三日の本紙号外に鳥渡書いて置いた新来俘虜の愛妾タキと其実父浦岡佐吉といふが三番町旅館金子に止宿して居るといふので往て訪ふて
見たところが佐吉の話しは斯であつた（老兎）

これはよふこそ御尋ね下されました私は浦田ではありません浦岡と申し長崎市字梅ヶ崎町二十一番邸に住居して野菜商をして居るもので鳥渡面
会の事件で娘タキ（十九年）をつれまして態ざ態ざ当地に参りました、そふです此三日あと当家へ参りました、ハイ娘ですかあれは私が昨夜から

道後に参りまして只今帰りましたらあまり淋しいとて今しがた予て知り合ひの西洋料理をして居る萬歳軒（大街道）へ遊びに行くと申しまして只
今は留守で御座ります、御尋で御座りますが其面会に参りましたといふ人は誠に面目もない次第ですが今日は敵き同志になつてをる露國の陸軍歩
兵大尉エイガルト、、ワシリーと申す私の娘婿で今は俘虜となつて松山に参つて居ります、この大尉を私の娘婿としたに付ては御蔑視もありませ
うが一と通り其の手続きを御話し致します……こうです、元其世話をしたは稲佐の福田と申す人でした、ハー稲佐ですか長崎市と稲佐とは丁度馬

関と門司とゆう風に隔たつて居ります、処で其福田が申しますにおまへの娘をエイガルトさんが貰ふて呉れんかとの依頼を受たがどふかとの相談
でした、私もいかに開化の世とはいへ外国の人を婿にとるといふのはどふであらふかと躊躇しまして早速の返事をいたしませんでした、イヘ一と
先づは謝絶しました、其れが丁度卅五年の七月頃でした、ハイ「エイガルト」ですか時は公用で来て居つたではありませんでした、なんでも暑中
休暇を利用して遊びに来て居つたらしいのでした、夫れから又少し日が立ちまして復た福田が再三再四やつて来まして是非貰つてくれろと云ふの

で私も少し耳を傾ける事になりました、福田ですか此は始終露國の人などの宿をする人で、何かのときは露國人の親分となりて世話をするのです、
然るに私は仏国宗教を信仰するのですから仏国の宣教師にも相談せねば何んとも言へぬと申します、処で私が其方へ手続きをせぬ中に早や彼方に
手を廻はしまして教会の承認を受けたと申す事でした、夫れから益々相談が進行して来ました故私も考て見ましたが、今の世には貴顕な方々でも、
外国から奥様を迎へて居る方もあるよふにも聞き及んで居りますから、況して我々社会の娘を外国の人とは云へ陸軍大尉位の人が女房として終身

連れ添ふとあれば左まで恥しい事もあるまいとの考が起りました、ソコデ愈娘を呉れて遣るといふ決心をしまして福田の言ひ条に任せる事にしま
したが之を遣るに就ては一つの条件を付ました、是から夫をお話致しませう（以下次号）

M37.11.06 松山城山の登観を許

さる

俘虜将校は爾今日曜水曜の両日松山城山へ登観することを許され●●●●其第一回の登山日であつたから約二十名ばかりの将校は通訳、監督将校

に導かれ嬉々として天守閣に登つた

将校は百五十名 松山収容の俘虜将校はすでに百名の多数に達せしが今にも旅順陥落せば夥多しき俘虜があるだらうから将校は何名まで松山へ収容出来るやとの
照会に対し河野委員長より其筋へ宛て此上五十名位しか収容六かしからんと答へたさうだ、だから松山収容の将校は百五十名を限度とし他は新た
なる収容所を設けることとするだらう

戦傷俘虜の死亡 城北バラックに収容治療中なりしブリヤンスキー第三十五連隊の卒パープル、ミハイリーフは去る廿九日午後六時半死亡し卅一日午前九時に鈴木
九八司祭の下に埋葬式を行ふたが会葬者は大林寺の俘虜下士卒以下百〇五名公会堂収容所下士卒以下六名てあつた、又エンサルスキー歩兵第二百
十六連隊第一中隊附の伍長セルゲー、ベリヤーキンも負傷部位療養の処丹毒性を起して卅一日午後一時卅五分絶命したので一日午●葬儀を営み又

外にリユーリツク号の水兵ブリールチエーキチンも死亡し一昨日葬儀を行ふたさうだ、是で俘虜の死亡は都十六人だと云ふことぢや

タゲーエフの感謝状 タゲーエフ以下多少教育に眼識ある俘虜八人が去日本県師範学校を参観したことは既記したが彼等は余程我が教育の程度及び教授法等に感心し
たと見えて帰来後直に長文の感謝状を認め去三日佐野川校長にまで伝達した、因にタゲーエフは目下日本教育進歩案内なる書籍を編纂中ださうな

俘虜将校の露國教育
談

峰本県視学官から俘虜将校中教育に関係あるものあらば露國教育の状態を話して貰ひたいとの希望があつたので来る七日を期し例の予備少尉タ
ゲーエフを始め大学生クプチンスキー等三四名の将校は峰視学官及び地方教育家数氏のために旅団司令部楼上に於て露國教育談をする筈である

現在傷病俘虜 バラックに現在する傷病俘虜は将校二十九、下士卒以下六百二十人で之れを室別にすれば第一二室に九十人、三四室に百五十四人、五六室に百五

十三人、七八室に百五十七人、九室に八十人である
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俘虜将校の愛婦（続）
名はおたき＝長崎生
＝面会の為め来松中

扨娘をエーガルトに遣るとしての一条件といふはどうかといふに日本の儀式で結婚し且つ椅子に腰を掛けてやるよふな事は嫌いてあるから畳の
上の立て膝での所望とあれば呉れてやると申しましたれば其申し込みを一々承諾でしたから初めて契約が調いました、扨てそふすると向ふからも
亦こふいふ申し込みがありました、当方に貰つた以上は本国に連れ帰る事も異議はあるまいかとの事でした、私も男子の一旦呉れると言つた以上
は勝手に何処なりとも連行くことは否まんと申しました、併し通常女を露國などへ出稼ぎをさするには其親へ月に三十円やるとか五十円やるとか

相談をして外国の船に搭載するのですが中々八ヶ釜しいので皆密輸出をするものです、夫れは女を行李の中へ入れ手荷物の如くにして船に乗せる
のでありますが私はそれが否なので、結婚の時は稲佐の露國といふ客舎で盛んなる御客をしました、そのときは約束のとふり畳の上に坐して仏国
海軍の士官と福田とが参りまして梅ヶ崎警察署の杉山さんといふ通訳官が[連座]で日本風に目出度く祝言が済みましたが其当時の新聞には随分
色々と悪口を書かれました、けれども私は公然呉れた以上は少しも心に疚しき事は無いと信じて居るから、新聞に書いても何んとも思いませんで

した、夫れからエーガルトも国へ帰るとなると仕方がありません連れて帰つて二年計り浦盬に居りました、処が今春開戦となつたに就て日本の領
事より命令が俄かに出まして引き揚げとなりました、あまり咄嗟の事で荷物は三個より外持たれんとの事でありましたが娘もまだ籍を移して居り
ませぬ故矢張内縁の妻でしたから無論帰る事になりまして旅費も三百円貰ふて参りました、其船はなんとかいふ外国船でしたそふですが敦賀へ直
●して上陸すると、娘は割合呑気なやつで東京などを見物して存外に日子を経て長崎へ帰りました、夫れから後はエーガルトは●●したことかサ

ッパリ判りませんでした、全体同人は足に怪我をして居りました故浦盬に居る事と思ふて居ました、娘が別れるときに電報を打つたなれば直ぐ金
を送るとの約束でしたそふで娘は帰つて後も電報は打てまいかと電信局で問ひ合はせましたが、敵国へ私信は出来ぬとの事でしたか●爾来は全く
音信不通でした、其間に彼の常陸丸沈没のとき抔には実に迷惑を致しました、私や稲佐のお榮、元●町の本田（西洋店）、大浦の片岡（し食パン
屋）等は露探であるなどゝ人々が言ひ触らしまして、吾々の家に押し掛けると云ふ様な挙動があつて非常に困りましたが併し警察署の御手が届き

まして倖●●まりました（以下次号）

M37.11.08 俘虜将校の愛婦（続）
名はおたき＝長崎生

＝面会の為め来松中

扨、エイガルトが俘虜になつて佐世保に護送されて来たといふを私共が知りましたは去月廿七日です、此日ある筋の人から通知してくれましたが、
私も仮りにも婿舅の交りをした以上は個人としての義理は盡さねばならぬと思ひまして、取敢へず佐世保へ参り面会を願ひましたけれども許可を

得ませんでした、処が本人はすぐ松山へ参つたと聞きまして一度は対面がしたいとおもいこちらへ参りました次第ですが、敵国の俘虜を慕ふて●
ると申ては些と相済ぬとは思ひますが個人としての情は又格別なものです、御察しが願ひとふ御座ります、どふかこふかと心配はしましたけれど
も願はぬ事は分らぬとおもいまして到着しました翌日願い出ました処が、誠に寛大な御慈悲で御許可になりましたので昨日は面会しました、何か
の事は聞きたいけれ共情に迫つて充分の話しも出来ませんでしたがあらましの事を聞きました、彼れがどふいう場合に俘虜となりしかもくわしく

は聞ませんでしたが、娘は浦盬の家はどふなつたか所帯●具はどふしたかなど話しをしたそふです、処で彼れが云ふには金も送る考へであつたに
電信も来ぬ故金も送られず何●不自由で有りしならんなどいふ夫婦話しをしたよふでした、今度俘虜となつたときどふした金であつたか八十万円
余も船に積んで居つたが夫れは其際海に投じたとの事でした、又た外に種々のものを積んで居りまして佐世保の鎮守府でとり上げられ、其時自分
の金をカバンに入れて七万八千円とか携へて居つたそふですが、夫れも官金と●御疑ひで御取り上げになつて居るが、自分も十万や二十万の財産

は本国にある事は政府へ問ひ合せあれば分るからと申し立てをしてあるから、多分其金丈けは下付になるであらふと云ふて居つたそふです、私も
長く御当地に止るの必要もありませんから今一度面会が叶へば明日頃面会して帰りたいとおもいます……エイガルトの年ですか結婚の時がいか
にも二十九歳であつたとおもいます、ああ稲佐のお栄ですか、あれはことし三十七八になる女ですが中々やりやでありまして料理屋、待合といふ
風の商売でよく露國人や凡ての外国人の世話などする女です、あの萬歳軒ですか、あの人は今当処へ何んでも母親と二人できて居るとの事ぶあり

ます、あの人も娘と共に浦盬から引上げて帰国したので、娘などは懇意にします、外に知る人もない故遊びに行きます、私は其筋の御注意もあり
ましたから矢張当家に居りまして余りあの家へは参りません、あの家も余り多くの御客もなく、一日に三人や四人の御客があるそふです、其では
到底利益はありますまい、私も昨日道後へ参りますに始終警察の御注意があるよふですが日本臣民としてたとい親子でも露探などはいたしませ
ん、私の申上げる事は決して違ひません、長崎の五新聞でも警察でも御聞き合せ下さつたれば分ります、どふぞ其処の所はよろしく願ひます云々

（終）

M37.11.09 新着負傷俘虜 去る五日博多丸にて午前七時高濱に着し鳥羽少尉〔羽鳥少尉の誤り〕、安井高橋両軍医、吉川通訳、河合雇員、看護人六名が受領の上午后二時バ
ラックに収容されたるは将校五人、准士官二人、伍長五十九人、卒四十九人で何れも戦傷者のみである
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新俘虜の服装 は百十五人の内に支那上衣を着せしもの十三人、仝外套を着せしもの四人あり其内殊更目立ちしは赤羅紗のお高祖頭巾の如きものを被り頭部を少
し許り現はし半身にだらりと垂らして居つたのがあつた総じて其面貌等は是迄来たものにひしはるか脆弱らしく思はれる

捕獲の場所 新俘虜は皆沙河左岸激戦のときに捕獲せしものでまだ引続き二百人も来るとの事であつたが未だ来着せぬ

新濱村の斡旋 右俘虜の高濱に上陸する際新濱村長は温泉郡兵事会を代表して茶菓を饗して居た

バラック現在傷病俘
虜

は新来のものを加へて将校三十五名、下士百二十名、卒六百二十八名、[合]計七百八十三名で外に新来の衛生部員一人、従[卒]十八人、炊事係十九
名が居る

俘虜学力の進歩 松山収容所にては先に俘虜教●の方法を設け俘虜中の比較的学力あるものに教[師を]命じ他の俘虜に対し読書、習字、算術等を教●●することゝ
し各収容所に於て実行して居るが●●が学力の進歩程度は存外早く其成果大に見る[べき]ものがあるとのことだ

[俘虜]将卒の● 一番町収容所のリユーリツク乗組●●大尉から姫路収容所の同乗組海兵四百余名●●て自分の写真に●●てリユーリツク艦内に●●●上官とし

て教訓しつゝありし身の今は不幸に●●敵手に捕はれ●等と地を距てゝ異郷の風雨に●●たる一片の想ひは常に●等の上に馳せ●の●●●●せ
んことを欲す●てこゝに余の写真を贈り●●●等一同の写真を望む」との意味の書面を●●●●つたさうな、将卒の●は●等とて変らぬも●●●
●ゑる

M37.11.10 [重傷]俘虜来松 露國将校俘虜三名、下士以下四名計七名は昨日午前十時宇品発扇海丸にて高濱に着し直ちに松山城北練兵場のバラックへ収容せられた

[帯]剣に接吻 最近来松した俘虜将校中にエツセンコと云ふ中尉がある、此中尉に就て一の面白い●話がある、それは中央軍が去十二日三塊石山を●●しそこに
陣せる亜[麗]山三世名誉連隊を包囲し[て連]隊長代理以下将校下士卒三百名を生擒した時である、捕虜の帯剣を取上ぐるのはわが軍規なので[我が

掛]将校は連隊長代理をはじめ追々に帯剣を集めつゝこのエツセンコ中尉の前に立ち通訳官をして「帯剣を御出しなさい」と言渡すや中尉は残惜
気●●のあたりにきらめく剣を眺めやがてその剣囊●●心な接吻をなしつゝ「……貴官、これだけは[御許]しを願度いこの剣こそは出陣に当り或
偶然の●●によつて尊きザーの御手づから賜はつたもの●●●は死んでも離さない覚悟だつたのですから●●果は男泣の涙に咽ぶさま如何にも
不憫なので●●もいとゞ同情の念に駆られ「武士は相見互ひ●●に見て置きませう」の言葉を残して立去つた●中尉は幾度か掛官の●●を拝し又

た更に剣を●●いて●し気に接吻を続けたさうな

M37.11.11 俘虜死亡 客月二十六日バラックに収容されたステパン、ロマーノフと云ふは狼子山附近の戦闘に負傷して同所で我が兵の為めに捕獲され頭部貫通銃創とい
ふ重傷で収容の当時已に人事不省といふ風であつたが終に●が腐敗したため死亡したので九日に埋葬したが会葬者は将校八名以下約二百名であ
つた

会葬● 別項俘虜の埋葬には例により鈴木九八といふ仁が同宗の三井道郎といふを同伴して（五日間とか同所に入るを許可されし人）祈祷のよふな事をや
つて居たが同人等は勝手に右俘虜の死骸を柩に収めず何にかを掩ふた計りで天日に曝らして俘虜等繞囲の中に得々として居るのを係員が制止し
て居るのを見受けた

俘虜又た来る 昨日又々沙河会戦の負傷俘虜下士十二名、兵卒四十七名五十九名を送るとの電報門司から着したので森川少尉、高橋軍医、神谷通訳、河合雇員等
は午前八時古町発の汽車で之れを高濱に受取り城北練兵場のバラックへ収容した筈である

新着俘虜 一昨日来着した俘虜将校は中佐一名、大尉一名、中尉一名、下士二名、卒二名であるが病床日誌に其隊号も氏名も書いてないので目下取調べ中な

るが只だ其捕獲の地が海城山と書いてあるばかりである、然るに別に聞く処によればこれは何れも彼の戦闘の一日前に●●より新着したアレキサ
ンダー三世の名誉連隊に属しクロパト将軍から死守せよとの命令を受け三槐石の陣地に於てよく勇敢に防戦し遂に全滅に帰した連中だと云ふこ
とぢや、而して此内の大尉と云ふは体躯肥大な男で極めて磊落に上陸早々ペチヤクチヤと喋舌つて居たが其の云ふ処によると日本の重なる将校●
にも知己が沢山あるさうな又仝人は各国語に通じ殊に独乙語は露語よりも巧な位だげな１６

将校の発狂 バラックに収容中の騎兵中尉ナゾローフといふは予て癲癇の持病があつて毎日数回●●する癖があつたが此程から不図発狂の気味で●●いよい
よ甚しく看護婦を殴るやら打つやらの●●なので取扱ひに困つて居るそふなが時として[己れ]は日本人を大分殺したので其罰であらうなど●●●
り又本国から新聞紙や手紙抔が来る毎に●●●●挙動があるので営倉にでも入れねばなるまい●●目下詮議中じやそうな、或は作狂にはあらざ●

●との疑ひもあるらしい

１６ 二等大尉タルノフスキーのこと。
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M37.11.12 俘虜の妻おたきの事 長崎市梅ヶ崎町浦岡佐吉といふ爺が其女おたきを連れて松山に入り込み公会堂に収容中の露國俘虜将校エーガルトに面会を遂げた事は過日来の
紙上に詳しく載つて居るが爺の話が余り立派なから若しやと●●に及んだ処果して不審の声が現はれて来た▲おたきといふは痩形な女で爺は十
九だと云つてるが官の帳簿には二十歳となつて居る其故を如何といふに馬関の遊郭で娼妓営業をボツ始める時十六では年が足りないから一ッ丈
誤魔化したもので彼は正しく●●●であつた▲処が夏季休暇とか何かで馬関邊りを浮浪付いて居た露國陸軍工兵二等大尉エーガルト、ワシリー

（三十二三）といふ赤面の髯面の太ッ張と割りなき交情となつた揚句トウドウ大金を以て見受けされたのだと▲それかあらぬか一昨年来エーガル
トの内縁の妻として浦盬に在つて一ッ竈のパンを食つて居る中日露戦端を開いたのでエーガルトに別れて居留民と共に同地を引揚げ敦賀●へ帰
つて東京とかを浮浪付いてから長崎の実家佐吉の宅に居た▲スルト千載の遺憾たる常陸丸撃沈事件が持ち上つたので例の稲佐のお栄等と同じく
露探であるといふので邊りの住民からは随分擯斥されて危険な目にも遭つたそうだ▲然し乍ら世の中は広いもの佐世保邊りにも同類が居るかし

て先月エーガルトが俘虜となつて佐世保に護送され所持の六万円は官金の疑ひで暫く官へ取り上げられたが身は松山へ収容されたといふ顛末を
密かにおたきに知らせたものがあつたから扨てこそ鉄面皮しくも面会には遣つて来たのだ▲旨く手続が出来て十一月二日といふに松山公会堂階
下の一室でエーガルトおたきの会合を許された▲室は十五枚●計の応接所で一間四角計りの白木の卓子を中におたき佐吉エーガルトの三人差し
向ひに椅子に倚つ●つて巧みに露語で以て夫婦中の睦じいことを語つたか何うだか其処までは窺ひ知るを得ないが赤松大尉〔吉松大尉の誤り〕、

松澤少尉の両委員と止枝田通訳〔檜枝通訳の誤り〕等が立会の上であつたとのこと▲扨ておたき親子は出づるにも行くにも其筋の警戒が厳なので
不愉快に思つたが去る八日松山を辞して三津から郷里へ逃げるよふに立去つた

ミシン曹長の発状 ミシン曹長と云へば其当時公会堂に在つて悧発ものゝ調法ものとして知られた九連城役の俘虜であるが彼は曩に部下三百四十九名と共に讃岐国

は仲多度郡盬屋御坊の収容所へ転着した、処が此程俄に書を当地の俘虜信仰慰安会司祭鈴木九八なる仁の所へ送つて来た、其前文は左の通りで先
生相変らず交際上手なことを書いて居るではないか
拝啓小生始め当地に在る俘虜一同は常に神父の壮健と幸福しを至上なる神に祈り併せて生等の神父に対する深き尊敬を証するを以て第一の義
務と存候次に去る九月十二日出の御尊書及聖●は同十四日正に領収●●●●を以て生等目下祈祷の際聖大致命者及び治療者パンテシモンの聖

像の前に献燈し得る被相成候事誠に感謝の至りに堪へず候先日の御尊書拝●の折●神父は生等の司祭を有せざる悲境に真心よりの同情を寄せ
られそれに御自分●々当地に●●●の為め御光来の労に当られんとの御希望を奉り斯かる貴き御厚意と御配慮に対しては一同如何様なる謝辞
も無之唯々御身体の健全及び聖務に於ける御進歩を願ふを以て唯一の義務と存候尚ほ当地へ御出発の申越に対する神父の御希望が一刻も早く
成就せられんこと只管希望に堪へ●候●れに右の希望は毫も軍法に触れず只宗教のみに関することなれば素より日本の善良なる長官も決して

如何様なる障害をも与へずして直ちに許可せらるゝ事と確信致居る次第に御座候且又脱走の件に付きて御訓戒を賜はりしが勿論其様なるむな
しき計画は到底不可能の事に属するものと得心致居候●其点に就ては御安心被下度候
尊敬なる神父よ我等一同合議の上パンテシモンの聖像の為めに価格十二円の燈明一個及び其れに要する聖油を買求むる事に決着仕候に付き恐
縮乍ら何卒御取寄被下度尚ほ代金の儀は御到来の際早速差上べく右御依頼申上候

先日日本の主教閣下より御恵送に相成候書籍は誠に生等日常の智識の糧と相成り為めに徒然を慰むるを得たるは生等一同の感銘して措く能は
ざる所なり若し万一有様の恩沢を蒙らざりせば日夜殆ど為すべき事なく只だ空しく退屈の中に月日を送らざるべからざる運命に陥ることは必
然免れざることゝ存じ右の次第に候へば主教閣下に対しては神父より呉れ呉れも生等の熱切なる感謝の情及心よりの愛情を御伝へ被下度く切
に御願申上候

尚末筆乍ら神父の御光来を切に希望致候又生等一同の身を神父の御祈祷に御委ね申候
千九百四年九月十七日 曹長 ガウリイル、ミシン

下士の中学校観 客月末松山中学校を視察した七名の下士中其本国でも教育のみに従つて居たといふものゝ話に図画、動植物の教室から物理化学、数学、体操の教
授、寄宿舎の模様までも見たが博物標本の完美せること、寄宿舎の賄費の安いことなどは何うも感心だ、露國は未だ普通教育すら普及せぬ実況だ

から帝都を離れた田舎抔は容易に改善の手も付けられぬ云つたそうだ

語学の交換 松山商業学校の教員中には一番町の将校収容所に行つて彼我両国の語学を交換して居る学校の方の目的は重に商用語を知る為めで商標レツテル
抔の文字に就ても大分研究が出来たといふことだ
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M37.11.15 法龍寺と正宗寺の俘
虜兵

は概して温順によく命令を聞く方で中にも法龍寺収容所の班長ベガー曹長が老巧に部下を統べて居るから彼の勧善社の如き波乱が起る事は極め
て少ない、そして俘虜教育制度が市かれて以来法龍寺ではメヨローフとか云ふ一年志願兵の軍曹などを教師にして学課の教授をして居るが皆々熱
心に勉強し過日我が監督●●のものが一週に少くも十二時間位は学ばねばならぬと誡めた処イヤ十二時間位なら二日間ですと答へたさうな、ホン
トに一日五六時間は必ず学問につかつて居るとは感心な

一年志願兵包囲攻撃
を受く

処が此一年志願兵の軍曹は比較的学問があるだけ得てして生意気で小柄な色白の体躯に日本服（縞の単衣）を着け将校気取りで居る上何ぞと云ふ
と仏国領事に告げて遣るなど嚇し文句を列べる男ださうなが先日来自分は落ついて勉強しやうと思ふても他の者が八釜しくて邪魔になるから特
に一室を宛がふて呉れと言出して居たが然う一人に勝手な希望を容れて遣る訳に行かんから其儘として居た処去十日に至り彼は此処を斯う仕切

つて呉れと監督将校に持込んだので之を聞いた他の俘虜兵は果して異議を唱へ出し仝人を取巻いて何もお前だけにそんな榮●をせる理屈がない、
お前が一室貰ふなら己も一室貰いたいとグルリから攻撃を始め果は左迄お前が別居したいのなら此上の家（五百羅漢のある棚を指す）に仏像と同
居するがよいとか雪隠へ独居するがよいとか嘲笑され四面楚歌●●に陥つたのであつた、其●如何なつたか知ら

俘虜附の通訳 同じく法龍寺収容所にダブリユーフと呼ぶ極めて小男な卒が居る、彼はなかなか小ざかしい男で第二のミシン曹長と云つてもよい程だ、収容以来

●覚へに習ふた日本語を存外巧に操る処から極めて調法がられ通訳官不在の時は監督助手等の間に立つて手真似半分ながら通訳をするので双方
便利を得るさうな

陸軍と海軍 とが兎角反目嫉視の気味あることは日外の紙上にも載せた処であるが此傾向は下士卒ばかりか将校団にも明かに見ることが出来る、現に一番町収

容所の海軍将校と陸軍将校とは嘗て散歩に同行したことがないさうで陸軍将校が散歩に行く時分通訳官なり監督将校なりから海軍の者に一緒に
行かぬかと誘ふと皆が皆今日は少し身体工合が悪いからと断はる、今度は海軍側が散歩に出る時陸軍側を勧誘すると陸軍将校は頭から私等は海軍
の兵と一緒に出るのは厭ですと頭から遣つゝけるそうな

クプチンスキーとナ
ゾローフ

大学生にして戦時通信員たるクプチンスキーは神経衰弱の為めバラックに収容中であるが仝人は理想に富み学識非凡なので同所にても頗る人望
を得て居る故先号に鳥渡書いてあつた作狂的乱暴ものゝナゾローフを自分に引き受けて頻りに慰めつ諭しつして大に心配して居る、過日の如きは
彼ナゾローフ看護長とやらを殴打したものだからモー其まゝにしておけず営倉にでも入れるといふ事になつて居つたそふながクプチンスキーは
大ひに之れを心配して此程仝所に居る将校一同を代表して看護員一同へ夫れ夫れ挨拶に廻はつて謝罪したとの事である、ナゾローフも仝人の説諭

に服してか此節は少しく気が落ち付いて居る様子である

救護班は増さず バラックに於ける赤十字救護班は現今五班となつて居るが之れから如何程俘虜が殖へても増員する事なく今日の数でやらねばならぬ事になつて
居るそふな

M37.11.16 俘虜八十来る 負傷俘虜下士以下八十名が汽船ロヒラ丸に便乗して門司港から高濱に向け発航したことは既記の通りであるがその着船遅延し一昨日の夜八時頃
入港したも風波の為め上陸を見合し昨日午前上陸の上松山城北練兵場のバラックへ収容せられた

露弾に毒あり 旅順で負傷した俘虜が看護婦等に対して自分等が国の弾丸には毒が這入つて居るから夫れが中ると死ぬる故日本には死者が多い日本の弾丸はよ

ろしい、毒がないから我々の方の負傷者は死ぬのが少ないと何つも話して居るそふな

●られて閉口 露兵は兎角女を見ると図々しく誰れでも引張つて見るといふ風で少と旧聞ではあるが或る処で多少身分のある女の袖を引張つたので其女は矢庭
に振りもいで件の俘虜の頬べたを三ッ四ッはり飛ばした、で俘虜先生は大閉口み爾来其女にはぴりぴりして居ると云ふことぢや

M37.11.17 海牙条約の無効 赤十字記章を有する医官其他の衛生員を捕虜とせざる海牙条約に依り遼陽附近で我軍に投じた敵の医官志望に任せ松山に後送し且つ下宿等自由
を与へ少しも捕虜の待遇を為さず其後本国に帰り度き旨申出たので之を放還したのに露國は現に我軍医一名を捕虜となし自由を束縛し帰国を願
ひ出ても之を許可せず海牙条約を全く無視して居る

露政府の煽動 松山其他に在る捕虜は近来何々の補助で戦闘員でないから帰国を許されたしと願出る者が多いソは露國政府が其捕虜家族を煽動し戦闘員でない
ことを主張せば日本より放還せらるゝからと教唆し自国の捕虜を奪取せんとの計画から来たもので露本国の家族より此意味の来翰頗る多いそふ
な、が奸策も遣り過ぐれば児戯に斉しいではないか

戦友に逢ふて喜ぶ 数日前正宗寺収容所の卒二十一名を選発しバラックの病室内を掃除せしむべく同所へ赴かしめた処同所には嘗て戦場にありて苦楽を共にしたる

多数の戦友があつて捕虜となつて以来始めての面会の事なれば双方喜び一方ならず●●談やら将来の物語に一日を消し実に今日は愉快を極めた
とて涙を流して喜び掃除は殆んどお留守に終つたさうな
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M37.11.18 俘虜の日本観（壱） 左は大林寺より一番町に移り目下は勧善社収容所の一室に篭りて只管文筆に余念なき俘虜将校中の●●たる軍事通信員タゲーエフ（予備騎兵少
尉）が●●九月一番町収容所より勧善社に移転せしことより郡中に遊びし時の観●を手記せしものなり本紙は先に仝人及び仝行の大学生クプチ
ンスキーの「日本生活一●●」を掲げ 読者の●●を得たるを以て今又本●●を訳載して彼等日本観を紹介せん

九月中頃余は所要があつて俘虜収容所へ行つた、河野大佐の副官で余が常に仏蘭西語で会話して居る小島少尉が出て来られて例の如く親切に余を

迎へられた、小島君は言ふまでもなく相当の教育もあつて殊に文学者として余の為に興味の多い人である、現に●士官と屡々会話した御蔭で其時
迄●●●かつた日本文学上に付ての色々な●●●を得る事が出来たのである、又余の驚いたのは小島君が欧州文学上に於て露西亜文学にも亦目を
通して居て可なり●●●材料を有して居られた事である何日の事であつたか少尉が一冊の本を余に持て来て見せられた、其表紙には我国の有名な
著述家ゴーゴリの肖像が載せてあつて立派な出版物であつた、所が悲しいかな日本の文字は余には一向●●ないから其●●の●●を解する事が出

来ない、●小島君の●ふた其●に眼の明るい人等の●●は●●●の出来には●●がないと云ふ言葉を●●●●●事とした
河野大佐を待つて居る間余は小島君と近年露國●●●の●●を以て名を著した●●の新著述家マクシム、ゴーリコウの筆に付て談話をして見た所
●小島君はマクシム、ゴーリコウの著書の中の●●●●読んで居て彼の主義を解して居たので互の●●は燃立つ●●を感ぜしめた、其中で余を驚
かしめたものが一つあると云ふのは余の対談者が露国民の生活状態に付ては不案内であると同時に其●●●●が分つて居ないに拘らずゴーリコ

ウを我露国民の●●●●と云ふ余程正確な評を加へると●●●又一方に彼の●●な文才に●●を与へた事●ある
●●に俘虜委員長の河野大佐が室に入り来られて●●の談話は中絶した大佐には暫く御目に掛からなかつた、其温容な顔を一目眺めて直に大佐の
●●●●●を認めた
●●が自分の子息青年騎兵士官の出征を見送られた事は余も知つて居るが●●に事務の繁劇が●●●●して居ることは明白である

●●●軍人は自分の義務に対して非常に熱心な●●●余は●●せざるを得ない●によつては彼等●●●●●●●せしめて居る●●●な熱心●●
●●●見受るのである、松山に●●せらる●●● 通訳及●●の職員諸氏が遣り●●●●●●●として●まず又不満の色もなく忠実なる●●●●
●は感心せざるを得ないのである、●●●●の旨を云ふても宜かろふ気が立つて居て●●●●●を●●●居る者或は無事●●に苦ん●●●●●と
云ふ自覚心で●●●●●を●して居る者等である、而して彼等は斯云ふ人等を相手に事務を執らなければならぬと云ふ事を察せねばならぬ

河野大佐は●●●変らず●●且●●で所謂第一●の人物である、手を握つて椅子を●められ夫から来訪の意を尋ねられ其用●の要領を解せらるゝ
や衛戍司令官とも相談の上及ぶ限り余の願を実行する●●と約束せられた、余の願と云ふのは余を何処か静かな所に移して貰つて社会の為め人道
の為め且●文学の為に拾分筆を執りたいと云ふ事であつたのだ
大体は約束を実行せられた其●●で余の移された●と云ふのは実際望み通り仕事の出来る●であつた所が猶一つ余の心中に束縛を与へるものが

ある其れは衛兵であつて何日もこれが気掛りになる、●衛兵を連れずに市内でも又其●●でも自由に散歩の出来ぬ事である、折角今日斯云ふ運命
で来ることが出来た珍らしい国に居ながら何時も兵が或は将校が自分の身邊に附いて居て監視をして居ると思ふと何か珍しい非常に自分に面白
い物を見てもつい好奇心もそれが為に麻痺せられて仕舞ふのである、何故斯んな大した注意深い事をするかと聞いて見ると浅墓な考を持つて居る
者があつて何か過ちがあつてはならぬから余の身体を保護する為に必要であると云ふ事であるが当局者が自分●●の人民を誤解して居るのも甚

しいと思ふ、余は已に松山に来て以来可なり永い日数を日本人の間に暮した、余は風俗記者として他の亜細亜国民に付ては充分研究した者だが日
本人が吾等俘虜に対して表して居る其善良温和なのには驚いたのである、小供等が慕はしく御愛想し又大人等が微笑を顔に湛へながら譚をする所
皆幾分でも俘虜に同情を寄せたいと勉めて居る、而して吾等は最早敵でない、又彼等の祖国に害を及ぼす者でないと彼等は●●して居る●見受ら
れるのである

寄贈品 (省略)
新来の俘虜 去る十五日に新着した俘虜は沙河附近の負傷下士卒八十名で之れを受取りに往たのは●●少尉、安井高橋二軍医、林田通訳、河合雇員であつたが

担架を要するものが二十二名あつて収容を終つたのが午后一時五十分であつた

患者数 十六日の調べでは九百七人で内将校が三十八名、外に従卒が二十二名、炊事係が二十二名、衛生員が一名でバラックに居る健康傷病者の総数が九
百五十二名である
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収容所増設 俘虜将校の数が追々増加するので公会堂も一番町も殆んど満員となつて終つたから今度新たに萱町公会堂前の旧木村家を以て将校の収容所に充
つる事となつて今十八日より開所するさうな

M37.11.19 退院俘虜将校 バラック収容将校の中で全治して昨日退院したのは歩兵大尉セルゲー、アレクセーフ、海軍大尉セルゲー、アレクサンドロウ井チベルク、歩兵少

尉義勇兵１７ウ井クトルウイチ、ヤルメルステット、歩兵少尉コンスタンチン、イワノウ井ッチ、メリニーコフの四名で此連中は退院の上今度増設
した収容所（萱町の旧木村家）へ収容した筈である１８

署名を否む 此程の事であつた一番町に収容中の俘虜少尉バグレリ、ヲースと云ふは彼の俘虜心得なるものへ署名する事を肯んぜぬので其理由を聞いて見ても
何の理由もなくまだ充分に読まぬとか何んとかいふ一点張りで之に応ぜぬから河野委員長も持てあまし必ずしも署名せなくてもよいとて其儘に

しあるげな

巡査に贈りものして
返さる

一番町収容所にある少尉ラーザレフといふ将校が一昨日散歩の途次に於て警戒の為め付添ふて居た巡査西田佐平氏に対し彼は其労を謝する好意
であつたと見へ煙管筒に煙管を入れて（価二円十銭許のもの）之れを上げますとて贈つたが西田巡査は大に之を迷惑とし如何に拒絶するも聞かず

無理にすりつけるよふにて呉れるより巡査も致方なく一旦之れを受け取り置き昨日一番町収容所に持参して監督委員に托し其好意は充分に受け
るが物品は決して受領する事が出来ぬと言つて戻したので監督委員吉川少尉は其旨を諭して本人に返戻したさうな

１７ ヤルメルステットはリユーリツク乗組の海軍少尉。
１８ 木村家は海軍将校のみ収容の筈なので、陸軍将校は収容されていない筈。
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俘虜の日本観（弐）
（軍通信員タゲーエ
フ手記）

●も俘虜に成つて居る我同胞の内でも之を感得して居る者は皆と云ふ訳には行かぬが然し多数の者は余と同じ確信を持つて居る、而して此の多数
の者と云ふのは真正な軍人として立派に自らの責任を●し自己の力の及ばない事情に迫られて今日俘虜となり自分運命の●●するのを待つて居
るので●る、であるから此事は恐るゝに及ばない彼等は●●に対して●●な心を以て接して居るである
●●の中で自由に生活するのは俘虜に取りて少しも危険なきのみならず却て彼等の生活に興味を与へ●●●●●●●●であろうと余は深く●し

て居るのである
日本政府に●つても●公平と云ふことを忘れてはならぬが仝政府は露國将校及下士卒に至る迄●●俘虜生活と云ふものに出来る丈趣味を与へ様
と希望して居ると見へて彼等の為に散歩とか又は●●となるべき事を設け其他●ゆる手段方法を盡して単調無趣味な俘虜生活を慰さめ様と勉め
て居るのである

吾等は道後と謂ふ風景明媚な保養地に行つて硫黄温泉に入浴し華美な山のある公園の邊を散歩したり或は高濱三津の海岸にも行つたり或は市内
の散歩もして見る或は公会堂及び病舎に居るところの知己を訪問し又毎週一回宛は我収容所へ訪問者が来ると云ふ風で一言せば時間に多少の割
宛が出来てある
然るに日本政府では吾等自由の範囲を尚一層広ける計画があると見へて余が大佐と会話を終へると大佐は大に喜ふべき通知を伝へられた

狭軌鉄道会社長の井上要氏が今回俘虜将校に日本人の生活状態研究の便宜を計る為め松山市近郊に数回の旅行を試み以て吾等俘虜を慰めたいと
云ふことで已に大佐殿の許可も得てあつて其旅行の順序は第一回は海岸にある郡中と云ふ町に吾等を案内し其所で日本遊戯の一である昔の矢の
射方を見せ又其町で出来る土地の産物をも陳列して見せ其他矢張日本人生活研究上非常に有益な幾回かの次の旅行も計画せられてあると云ふこ
とであつた

其れは実に珍らしい吾等に有益な事であるは勿論で私が兼て熱心して居た事柄を知ることが出来るのは私が個人としても感●する旨を述べた
余は一礼して暇を告げ予定の旅行は必然豊富な材料を得るであらうと窃かに思ひ乍ら帰途に就た
九月廿五日は晴れ渡つた暑いと云ても息苦しいと云ふ程でもなく丁度土耳古斯担の夏日を思ひ出さしめた
一番町収容所と云ふのは余の今の所に移されるまで居た所で其所で小早く昼食を済まし途中収容所本部に立寄り小島少尉と連立て公会堂へ行つ

た、同所からは最早我将校で賑かな一行となして停車場へ向ふた
一部の人等は収容所に残る方が好いと思ふて此旅行に加はらなかつたが此の旅行が非常に大当りであつたのを聞いたときは彼等は多分悔んだこ
とだと思ふ
吾等と同行せられしは廣木大尉、小島、平川の両少尉及二人の通訳であつて停車場に来ると社長の井上要氏が吾等を迎へられた、氏は嘗て親切に

も余を一番町に来訪せられたことがあつたので已に氏とは知己の間柄であつた
吾等が一等客車に乗り込むと列車は進行を初めた、満目に映ずる優美な遠景は得も言はれぬ一の油絵を眺める様である、地に掩はれ高い山の上に
鳥が巣を編んだ如く見ゆる松山城は殊に眼を引き余は市中を散歩する毎に又は汽車に乗ると何つも窓から此城を眺めて楽んで居るのである
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M37.11.20 俘虜の日本観（三）
（少尉タゲーエフの
郡中紀行）

日本武士道大名諸侯の生活及古昔日本武士の顕はせし●●に付ては余が是までに読んだ書物に依つて知つて居る、此城を見る●思はず古より講談
となり或は日本史家の筆に依つて古事記等に歴然と伝へられてある日本往古の事●に付ての考へに耽つて仕舞ふ
此雄大荘厳なる城と其周囲の天然とには果して幾●の事跡歴史が伝へられてあらうか之れ美術家●●●●筆を執るものゝ真の着想を●る好適で
ある、汽車が停車場に着いて止まつた、吾等は其所を出て喧しく話声を立てながら海岸に沿ひ郡中の町に向つて行つた、行くと此町の代表者で接

待好なトスカワ氏が吾等の休息所として設けて置かれたは此町の大なる建築物で彩濱舘と云ふのである其●へ吾等は習慣通り履物を脱いで這入
つた
彩濱舘は広い構内に建てゝあつて其二階へ昇つて見ると吾等を饗応する為めに茶菓が奇麗に外見好く●●列べられてあつた、其所には華美な衣装
を着けた三四人の婦人が居て●●な●で可愛らしい笑顔を●●ながら其茶菓を婀娜な手付きで吾等に薦めた、其中で殊に余の注意し置いた婦人が

一人あつて其容貌殊に鼻の中高かな所余程伊太利の女に似寄つて居る●して其女の名はウメコ嬢即ち梅子と呼ぶと聞いて一人喜ばしく思ふたと
云ふのは其●●の名に背かざるからである、一体余の●に入つたのは●に花の名称を以て呼ぶと云ふ日本の習慣で●●も●人生の彩●となつて居
て又両方共非常に似寄つた所がある
此所に来て此彩濱舘に居ると何所を見ても部屋の建具廻りが●●でさつぱりして居るから心が晴々として優美な愉快を感じた壁上に掛けてある

画は粗末な様で其内に十分●妙な意味が含まれて居る、而して何の画を眺めても思はず知らず思を想像の外界に走らしめたので此画を書いた美術
家の胸中も亦之れと同様な想像を以て●されて居たのであろう、一幅の掛画に一頭の龍が将さに●上に向つて●はんとし又一頭の龍は闘ひに敗け
て天荒れ●●●●の間に逃れんとする所を画き無形の天力と有形の体力との闘ひを表はしてある
変つて眼を四方の外界に放つと一方は茫漠無限の滑かな海上で其海岸づたひに建て列べられた画にかいた様な小村があり又其前の入江に大小多

数の漁船が静かに繋てある、其風景は得も言はれぬ立派なパノラマである、漁夫等が網を曳き揚げて魚を海辺へ投げ上げ又其網を繰込んで居る所
も見へる、彩濱舘の周囲には吾々露西亜人を見様として村人が一面に集まつて来て居る、其貌面には愛想笑の光が放つて居た

M37.11.22 不統一なる兵 最近来松した沙河俘虜の言によると先に沙河戦闘中後方から増遣せられた兵士が車中で被服の給与を受けしに各隊共まだ戦闘部隊の所属配置の

定まり居らなかつたため勝手に前進した結果混同を生じ命令の均一を失つたのだと

捕虜の無教育 又た彼等俘虜に種々の訊問を試みしに彼等は現皇帝ニコライ第二世の名を知らず偶に之れを知るものありと発音すれば先帝アレキサンダー第三
世の名を呼び自国の君主を知らないとは呆れ返つた連中ではある

俘虜の葬儀 バラックに収容中のオルローフスキー歩兵第三十六連隊第七中隊の兵卒コンスタン、チンキセレーフは去る十八日の夜に死亡して一昨廿日午后一
時より葬儀を執行したが例により鈴木九八氏が主宰で葬儀を行ひ会葬者は各収容所より来りしもの将校以下三百名尚ほバラックの病兵等を併せ
て五百余名であつた、又同所の東部西比利亜狙撃歩兵第一連隊一等軍曹エフイーム、エゴーリチエフといふのも一昨廿日の夜に死亡したので今廿
二日に葬儀を執行する筈だ

現在傷病俘虜 昨日の取調べが将校三十八名（内准士官が二名）下士百三十一名（内伍長六十二名）、卒九百三名、合計八百七十二名１９である

最初よりの死亡者 バラック開設即ち五月十五日以来同所で取扱ふた傷病俘虜は千六百四人であるが其内死亡したのは十七名だとの事

●●は取調の手段 酒を呑む、石を投げる、逃走を計る、喧嘩をする、実に勧善社の俘虜ほど厄介な奴はない、所が又々●姦沙汰が持上つた無論遂行しやう筈はない
がツイ先日同所裏手の垣を越ゑて裏の●●方へ忍び込み其家の娘とか下女とかゞ●●なく手仕事をして居る側へスツクと立ち当人は猥褻の所業
に及ぶ覚悟であつたらしかつたが女は直様大声急を報じたので俘虜先生這々の体で其儘逃込んだ、然るに此事監督委員の耳に入り何とかして其不
埒な俘虜を取糺さうと思ふけれど投石事件の際に●しても到底一筋縄では白状せぬを知つて居るから件の女にドノ男であつたか顔を見さすが一

番好い夫にしても無意味に計るがよいからと扨こそ勧善社境内で少年音楽隊を催した処案の定俘虜等は皆々出て見物するのを群集に立変つた女
が一々顔を見たがドノ顔もドノ顔も目が引込んで毛が赤くて何分にも見定めがつき兼ねるとて不得要領に終つた、けれども一人だけ大方これと目
星さるゝのがあつたさうで今一度音楽隊を行ひ女に再度の鑑定をさすさうな

一番町収容所の俘虜
現在数

廿日の調べでは五十名にて其内露西亜本国人将校二十六名、下士一名、兵卒二十一名、グリエンツ人一人、芬蘭人一名で宗教は皆正教なり

１９ 合計一千七十二名の誤り。
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俘虜の日本観（四）
（タゲーエフの郡中
紀行）

吾等は斯んな人等と戦争を行つて居るのだらうかと憫然な心を以て此小供等を見て余は●中に自ら●を起した、彼等の父親の中には彼の血腥き戦
場で命仕舞をした者もあるだろう
余は斯様な戦争の悲惨な事を考込んで居ると下から案内が来て親切な町長と有志者の世話で下の間に郡中人の手で製造せらるゝ一切の産物の陳
列が出来たから其れへ案内しようと言はれて考へが転じて仕舞た

余は実に喜んだ斯いう方法で吾等に此地の産業を紹介しようと云ふ其発議者の考は至極適当な考で尊ぶべき事である、一体何国でも其地の産物を
見れば又其民情を察する事が出来るものである
明るい大広間の両側には赤毛布の上に色々な産物が沢山●列べてある、其を露西亜俘虜将校等は寄つて集つて珍しさうに見て居つたが製造品の内
には大に注意すべき品も見受けられた、比較的に小さき此町に斯く多種類の産物が出るかと余は驚いた其陳列品として彫刻物、●●物、植物より

採つた蝋及参考品として其蝋の樹の枝が立派な精製蝋の側に備へてあつた、又他を見ると瓶入になつた干海老とか、海草とか、醤油、酢、細石、
貝殻、干蟹等其他●かしきものに至るまで此町から産出するもの或は住民の使用に供せらるゝもの有りと在ゆる品物が陳列せられてあつて其陳列
品毎に一々鮮明な筆跡で日本文と英文との説明がつけられてあつた有志者の人等が親切にも或種の出品物を少して吾等に贈られ又紀念としては
残らずの将校が細竹ステッキ一本宛貰受けた

町長と有志の人等に礼を述べて吾等は木蔭になつた●●な庭に出ると老いた松の樹の間に射的場が設けられてあつた
●●の人が大人と云はず小供と云はず集まつて来て長さ三十二尺計の射的場を取囲んで居た、張幕●●に射手が一隊となつて観客が射的場の両側
に並べられた椅子に着席するのを待つて居た、場の右側にはテーブルが一脚あつて其上には優者に与ふべき賞品が積んであつた、射手の中には未
だ●●い十七八歳位の者も余の目に見へた、射手が●●列となつて前に進み出で順番に●●の的に向つて矢を発した

●●に評せば日本人の弓術は立派なもので射矢の命中する毎に観客の方から盛んな拍手が起つた、●●の行はれて居る間に社長は吾等に此遊戯の
日本に於ける起源に付て例を古代に取つて説明せられた其終りの言葉に弓術も最早今日では手や胸部●●●を発達せしむる一の遊戯に過ぎない
様になつて居ると云ふ、余の認めた所では一般日本人は●●青年の体育上に少なからぬ意を注いだのであ●●●●は彼の健康なる身体には健康な
る精神宿ると云ふ格言に学んで日本人は対外運動体操其●●●●●●●な遊戯を其学校に●●し●●●てあるが実に注意の行届いた事で斯云ふ

児童教育法は将来の日本に重大な結果を与へる事であろう
終りに昔の日本軍人●其れは武装をした武士が場の中央に現はれた其奇麗な装束以前から画で知つて居たが大に余の注意を惹いた、而して簡単な
武者歌の勇壮なのと粛然たる其身振とは何故となく過ぎし封建時代の昔を思出さしめた、彼は刀と云ふより寧ろ剣に近い刀を抜き放し其れを数回
振廻した後弓を取上げ標的に向つて矢を放つた、此遊戯は上結果であつて一同に拾分の満足を与へた、四時過に吾等は射的場を出て再び彩濱舘と

云ふ元の料理屋に帰り余は西方に向ひ傾いた太陽の美妙な景色を眺めて独り楽んで居た
此散歩を終へ吾等は学術的即ち全く風俗視察旅行をした感を抱きながら拾分の愉快と満足を得て各収容所へ帰へつた事であつた殊に余は周囲の
事物によつて精美な愉快を与へられた外に猶此日本の平和なチンマリした一部落の風俗に関して有益な記事を己れの手帳に沢山に書き残す事が
出来たので一層満足を感じた事である

其散歩の後程無く吾等は日本画の陳列を見たり或は仏教の寺に行つて其寺の古き記録事蹟を調べたり或は日本青年の短艇競争を高濱に見たり或
は又道後の小供遊戯を見る事等が出来たが此等の事を記くと少し長くなる故吾読者を倦かしむる事を恐れて余は之を次回に譲る事とする

松山にて ボリス、タゲーエフ
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M37.11.23 名誉連隊長と日本刀 客月十二日我が○○歩兵第○○旅団が占領したる三槐石山に於て捕虜となつた彼の有名なアレキサンダー三世の名誉連隊長中佐クリツケレベロ
ヒは背部其他二ヶ所に重軽傷を負ひて目下当地城北練兵場のバラックに収容中であるが一日当俘虜収容所委員長騎兵大佐河野春庵氏に語つて曰
く自分は貴国の将校には●●を辱ふせし方多く昨年頃も是非一度は来●せんか抔言ふて来られた人も多々ありましたけれどもある事情の為め其
意に応じ得なかつたのです、処で●も親密に我連隊で互ひに●学の研究抔して交際せし貴国の某将校（当時露國公使舘付の田中義一郎氏ならん）

から日本刀一振を贈られて秘蔵して居りまして自分は今回之れを佩ひて出陣したのでしたが此刀がコー早く日本に帰らうとは思はなったですよ
………、今度自分が出征の命を受けて満洲に着し一昼夜ならずしてクロパトキン将軍より某陣地（三槐石山ならんも中佐は着陣早々にて其地名の
何たるを識らず）を死守せよとの命を受けて仝地を固守して居つたのですが貴国軍の激烈な攻撃の為め我が卒ふる連隊は全滅といふ悲境に陥り自
分も此の通り負傷したので遺憾ながら御厄介になる事となりましたと無聊の述懐談話を為せしかば河野大佐も同情を表し且つ仝中佐はさすが名

誉連隊長といふ程ありて中々立派な人物なりと嘆賞して居た

M37.11.25 葬儀執行 二十一日死亡せし俘虜一等軍曹エフイーム、エゴーリチエフの埋葬は二十一日午前九時より例の鈴木九八氏の司会で執行し其の終つたのは十一時
頃であつたが下士は下士だけに墓標の如きも兵卒のよりは立派で会葬者も亦多かつた

俘虜の転送 当地の健康俘虜は一千名以上となれば他に転送することになつて居るさうで不日先づ二百名限りを将校は静岡、下士以下は名古屋に転送するさう
な

俘虜又死亡 城北バラックに収容中の兵卒ミヘリウリベリゲルスツは一昨日午后死亡した

平病将校来る 陸軍歩兵第六連隊第二大隊附一等大尉イワノイウ井チ、ペツケーウ井クエといふは客月十四日清国●●省沙河●に於て捕虜となり第三師団司令部
に収容し夫れより伝送されて青泥窪に到り同所より旅順丸にて護送され廿三日午后四時三十分バラックへ収容された

M37.11.26 小鳥の懐きやう 日外の紙上に記した如く法龍寺の俘虜兵はナイフでコツコツ削つた手製の鳥籠へ種類の異つた二三羽の小鳥を飼つて葉ッ葉や黒パンの片なんか

を与へ大事に大事に飼つて居るが南側の軒先に件の籠を吊して置くと此頃の小春日和でチユッチユッと囀り鳥も露兵も喜んで居るやうに見える、
処が先日ツイ其籠の破れから一羽の鳥が脱出してスーッと飛去つたからサァ大変、俘虜共大に騒いで破れ口へ紙を貼るやら気を揉んだが鳥は程な
く立帰つて鳥籠の側へ止つたから難なく中へ入れて遣つたさうな、ツマリ飼主同様に蟄居を厭ひ外出散歩と出かけるが素より懐いて居るのだから
逃げて仕舞ふと云ふ意思はないことが分り其後折々籠の戸を明けて遣ると喜んで何処かへ飛んで行くが暫く遊ぶとジツと自分の籠に戻つて這入

るげな

第二回俘虜転送 既記の如く松山収容所に於ける露國俘虜数は追々増加して収容し切れぬ程度に及びしかば今般第二回の転送をすることゝなり各収容所より若干
づゝの健康者合計二百名を新設名古屋収容所へ送るさうな、引卒官は収容所本部附羽鳥少尉にして二十七日朝当地出発大坂まで汽船にて赴き仝地

湊町停車場より関西鉄道によりて名古屋に到る筈なるが聞けば同地の人心は何だか穏かならぬ様子があるとかで必ず日中に彼地へ着する様に計
らふとのこと

M37.11.27 狂暴の俘虜 ナゾローフといふは日外の本紙にも書いた通り持病の癲癇が時々発病して看護婦等は大に困つて居つたが追々増長して今は本物のおキチとなり

誰れ彼れの差別なく打やら蹴るやらの乱暴を極めるので一番困つて居るのが従卒ぢやそふな……或る夜の事ナゾローフは宿直の通訳官や係員の
宿直室へやつてきて荒れ廻るので他将校なども持てあまして居るところへウリヤドーフ中佐が出掛けて往つて少しも騒がず何にちよこざいな己
れに手向ひなどすれば之れで擲ぐり飛ばすといふ権幕で椅子を片手に睨み付けて居ると彼れも其威厳に圧されて手向もせなかつたそふなが此上
まだ治らねば営倉にでも投り込まねば始末がつくまいと係りの人々は言ふて居る

●能く騒を制す そこでナゾローフが荒れ出すと直ぐ同所の永野といふ看護婦が出掛けて往つて彼れの狂暴を制して居る、彼れが荒れだすと他の看護婦は皆な畏怖
して寄り付かず殆んど其為すがまゝにするの外はないが此永野何子といふは体格も大きいし●力も人に勝さつて居るので此仁が往つて押へ付け
ると治る、さすがの荒男も女に●ふては少と用●があるものと見へる

俘虜の葬儀 去る二十三日に死亡した兵卒ミヘリウリベリゲルスツの葬儀は二十四日午后に執行したが其式は例に例つて例の通りで別に書く程の事もないが
会葬者は非常に多かつた

本日転送の俘虜 羽鳥輺重兵少尉の引卒にて下士以下二百名を名古屋俘虜収容所へ送ることは前号既記したが右は本日午前九時古町駅発の伊予鉄道汽車にて松山

出発三津より乗船する予定である
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M37.11.29 田中中佐夫人の贈金 前露國公使舘附日本武官歩兵中佐田中義一氏が彼のアレキサンダー三世名誉連隊将校と好誼あり駐露中連隊長クリツゲンベルヒ中佐に紀念の為
め日本刀一口を贈つたことは先号に記載した通りで彼れ連隊長以下将校もいたく田中氏を敬慕して氏が任満ちて同地を去ることゝなつた時の如
きは連隊将校一同よりとして五百ルーブル以上を費せし湯沸し様のものを贈つたこともあるげな、斯る間柄なるを今回此名誉連隊が三槐石山に死
守して終に全滅し連隊長以下三名の将校は捕はれて松山収容所に入りたる由を聞いたる東京の田中中佐夫人は軍国とは云へあれ程懇意なりしク

リツゲンベルヒ中佐と我夫とが戦場に銃を向け合はすさへ奇縁なるに今又彼中佐が日本に来たと云ふのも妙な成行かなと思ひいろいろ事情を聞
糺すに中佐は苦戦の結果一品も無く所持金もなしと聞き今日の境涯をいたく気の毒として心ばかりの買物代を贈らんものと思い大本営附村田少
将に相談すると仝少将も彼れ連隊長と相識る中なれば心能く之が紹介の労を執り少将より贈品のビール一打と共に中佐夫人が心を籠めし贈り物
金百円に「本国より御送金あるまでの小使銭に使用されたく」云々との書状を添えて郵送あり此金品は一昨日松山収容所に着し連隊長の手に渡さ

れたとのことである

俘虜教場の不規律 過日本県師範学校を参観した俘虜将校が日本の国民教育普及に喫驚し附属小学で七八歳の少年が脇目もふらず一心に課業をやつて居るのに驚嘆
したのも道理で公会堂収容所における学科研究の教場を覗いて見ると先生が懸命になつて講義をやつて居る最中に沢山な俘虜卒が左を向ひたり

右を向たり後ろ向になつて何やらペチヤペチヤ私語して居るのもあるといふ塩梅で教授時間中一つも規律の保たれて居らぬには呆れざるを得な
かつた、序にいふが露國では国民教育が普及されて居らぬので小学校へは往ても往かいでも自分勝手なのである、といふ次第であるから目下松山
にある千何百の俘虜中の下士官で自分の住所姓名を自筆し得るものが何名あるかと云へば迚も十名を超すことは無いといふので日露文野の差が
知れるであらう

M37.11.30 一等軍曹又死亡 バラックに収容中の俘虜一等軍曹一人又死亡し廿七日例の通り葬儀を執行した

伯爵の握手を狂喜す 過日松方伯爵がバラックの傷病俘虜を慰問したとき其帰り掛けにどういふ間違ひであつたか同所にある将校海軍少尉ヤルメルステイトといふが
出て来たとき伯爵が之と握手した、処で同少尉は之を非常の名誉として狂喜雀躍し誰彼れに斯と吹聴してビールでもおごるといふて騒いで居ると

は面白い

俘虜中佐の篤志 一番町収容所に居る俘虜中佐ベセソールは其筋の許可を得て各収容所を慰問し部下の兵卒で日用の事に差し支へる向には煙草代やら靴直し代や
らにとて一二円づゝ与へて各自の窮乏を補助し尚ほ又●来も不自由あれば申し出でよと恩諭した又同中佐は色々の希望があつて河野委員長に要

求したが同委員長も成し得る限りの便利は与へて居る

新設収容所 出淵町収容所へは今三十日海軍の将校俘虜十八名を収容する事となつたが内八名は一番町ので其余は公会堂に居るのぢやそうな

両収容所閉鎖 松山末広町正宗寺収容所及び法龍寺収容所は二十七日に是迄収容の露兵を名古屋へ転収したから二十八日閉鎖した

傷病俘虜来松 沙河会戦に負傷して捕へられたる露兵下士以下百四十二名は昨日高濱港に着し二回に分ちて汽車に乗せ正午頃古町停車場へ着しバラックへ収容
せられたが随分重傷者で今に危篤と思はれる様なのもあつた

M37.12.01 一昨日着松の俘虜 は既記の如く沙河の捕虜で百四十二名内下士二十四名、卒百十八名で下士の中の一名は青泥窪から赤十字船で来る途中死亡したそうだ又た此一行

は下士二十二名、卒百名まで重傷であるから例の如く汽車便で古町駅に着し其後は担架でバラック病室へ送つた

俘虜現在数 昨卅日の現在数は如左である
将校 下士 卒

公会堂収容所 三〇 三 三一
勧善社収容所 一 四〇 二五三
妙清寺収容所 一七 八二
大林寺収容所 四 二〇九

一番町収容所 二八 一 二一
妙圓寺収容所 一二 七七

バラック収容所 四〇 一三六 八三二
（内健康者（炊事係） 一 四四） 総計

合計 一〇七 二二三 一五〇五 一八三五
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M37.12.02 松方伯の慰問 日本赤十字社長松方伯爵が来松してバラックの傷病俘虜を慰問したときの慰問辞は左の通りである
（省略）

俘虜と寒気 捕虜は寒国に慣れて居るのだから、日本の冬などは●●の様であらうと思つて居たに、案外にも隙●●風の寒に閉口して居るげな

転所 俘虜収容所中の正宗寺と法龍寺を廃して法龍寺より五十四名、正宗寺より八十九名を勧善社に転じた、又た韃靼人、猶太人、芬蘭人此の三種の俘
虜二百四十人は大林寺へ集めてある

学校の教員 勧善社に開いて居る学校の教師は従来「チモフエイ、ニイマロードフ」「ワシリー、パノマリヨーフ」の二人であつたが今般前項に記してある如

く大分人数が多くなつたので随つて教員を増すことゝなり五名計り人撰中であるが其の一人は法龍寺より転所した非戦闘員神学生ペトローフに
定つたそうな

総取締 法龍寺より勧善社へ転じて来たアントンベガといふ曹長は二十五年も勤続して居る古参曹長で年も大分とつて居り美髯を蓄へて居る所など一見

将校の風采を持つて居るが今度之れを総取締に任じたそうな

不規律な教場 近来収容所中に学校を開いて居ること、其教場における生徒の態度および姿勢が余りに不規律であることは数日前の本紙にも記して置いた通りで
あるが此の不規律な教場を公会堂としたのは勧善社の誤りであつた

M37.12.03 新来俘虜収容の困難 前号に記したる負傷俘虜百四十二名（内一名伍長ヤーコフ、プロコーヒヱーフは船中にて死す）の収容は係り員に於て頗る困難した、何故かと云
ふせ仝日の受取委員は森川少尉、安井軍医、河合雇員の諸氏であつたが其人[等]が高濱に出掛けたは午前七時の列車であつたのに今度の俘虜は皆
重傷で担架を要し且つ汽車は客車では横臥が出来ぬから貨車を要したのだに伊予鉄の貨車が六台分無いので高濱から二度に送り更に古町からは
ラックまでは前後四度に送つたのだ、其担夫は大林寺の俘虜八十余名を出して行た、トウドウ午後六時頃までかゝり受取委員は午飯も喰はずにや

つたげな

退院 バラックの負傷俘虜東部西比利亜第四連隊長中佐ニコライ、イワノウイッチ、メルチンスキー及びリユリツク第八海団付アレクサンドル、カ●ロ
ーウイチ２０、仝海軍中尉ワシリー、テレンチエフ外下士以下十五名は昨日全治退院した

ナゾローフの蟄居 ザバーカルスキー騎兵連隊第五中隊附の少尉ヒヨードル、ナゾローフが近来精神に異状ある事は屡々記載した事であるが元来仝少尉は収容以来頭
痛●●を起し嘔吐を催すなど●●である処から菊池軍医監が診断して癲癇病と●●し専ら療養中であつたが遼陽陥落の報が伝るとか或は俘虜が
沢山到着するとかの場合には卒倒して居た、で甚だ危険であるから係員も極々苦慮して特に看護に注意して居ると●時の如きは杖を以て乱暴しそ
うなので某看護長が其杖を取上げ預つて置くと彼は執念くも其看護長を怨み数十日も経過した後右の看護長が詰めて居る●号室へ出掛け突然仝

看護長を殴打した、爾来ますます挙動が変で追々乱暴の度が嵩じて椅子を投るやらテーブルを叩くやら近くは是非とも某々将校二名を殺害せざれ
ば止まずと大声呼はり本キの様な処もあれ●多少作狂かと疑はれる節もある、現に河野委員長なり馬島院長が近づくと彼は小さくなつて極めてお
となしく何のこともないさうな、けれども看護婦だとか医員だとか自分以下の者に対しては前掲の如く無茶●働いて手にをへぬのだからいよ々々
一室に監禁申付けることゝなり先にミルスキー騎兵大尉が長らく蟄居して居つた収容所本部構内の一室へ一昨日来蟄居せしめて居る、処が彼れ少

尉に対し大なる心配をして毎に説諭を与へて居る彼の大学生クプチンスキーは尚ほ捨て難き厚き情よりして是非とも同行して営倉同様の処へ這
入り此上の注意がして見たいとの希望を申出たので之を容れ同居させて居るとのことだ

２０ 大機関士トーン／少機士アレクサンドル、カルロウイチ、トンのこと。
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M37.12.04 委員長の説諭に泣く 後備第三砲兵旅団の砲兵[二等]大尉タルノフスキー（四十二）と云ふは松山収容●●●●●服を着け図囊を腰に釣り両眼鏡を肩にかけ●眼鏡をか
け長靴を穿ちハ●シヤをさへ着け●●●云ふ一風変つた人物ではあるが英語独逸語●●語を始め各国の語を良くし頭脳明晰なる一異●●あるそ
うな、彼は煙台右方の山中で捕獲せられ●個所程創傷があるそうだが其主なる負傷は●●●貫通銃創及右胸部左手の爆裂砲創である、●●●●す
でに全快し近頃は道後温泉へも行たり●●●散歩をしたりなんかして居る、処が此男も●●●は精神に異状を来して居るかの如く或時は多数の兵

卒を集めて赤十字の印ある帳簿を調べ長崎に向けて金壱千円の送金電報を発し該金到着次第小遣銭に不自由なる汝等に対し金何程宛を分配すべ
しと告げ兵卒が其好意を感謝すると是は赤十字社より寄附の金なれば汝等は此金員の分配に付て毫も感謝するに及ばずと訓諭し或は私立銀行を
設置すると称して香港へ打電し送金を促がし又銀行を設置するには先づ各銀行の利率を聞き合はすの必要ありとて此程三番町の五十二銀行に出
掛け貴店の利子は何程ぞと尋ね或は又該金を送附せざる時は自分が一寸帰国する筈ゆへ若し帰国するとせば汽船員の割引を受けねばならずと郵

船会社へ宛たる手紙を認むるなどおかしな挙動はあるものゝ精神病者とは決して認められぬ、現に斯んなことを云ふばかりでなく彼は沢山の金を
所持して居るものだから斯う云ふ風に兵卒等に貸したり遣つたりして喜ぶのが嬉しさに云はゞお銚子に乗るのだとのことだ、処でツイ三四日前の
事河野委員長は彼を呼近付けて親しく彼の意中を聞取り且つお前が金のあるに任せて兵卒等に与へるのは好いが然うして居ると他の将校等も部
下を懐ける手段として金を遣るだらうし金のあるものは好いとした処で金の無い将校等から擯斥を受けツマリ自分一人が憎まれる様な結果を見

るだらうから以後無意味に金を与へることは廃すが好からと説諭をした処彼はホトホト感じ入つた体で実に然り私は今迄気が付かざりしが御身
は能く自国の者等が注意して呉れざる点にまで注告を辱ふするは感謝の外なしとポロポロ涙を流して泣いて居たさうな

M37.12.07 傷病俘虜現在数 バラックにある病傷俘虜の現在数は計九百十九名内中佐三名、一等大尉十一名、二等大尉四名、中尉四名、少尉六名、准士官一名、曹長八名、一

等軍曹六十四名、二等軍曹六十八名、兵卒七百四十五名である

剣銃を取揚ぐ 俘虜は何れも其投降当時戦地に於て携ふる剣銃其他武器を取上げられて居るが将校中特に許されて帯剣の儘松山へ来て居るものも少くない、今度
此等ののもの悉皆取上ぐることゝなり彼等承知の上で取上げてある、それは長剣十と短剣二と拳銃五とであるが剣は何れもナマクラばかりで其外
飾も全然ダメである、到底我が日本刀乃至軍刀に比すべきやうもないとのこと

M37.12.08 俘虜現在数
（コピーが悪く判読
不能）

一昨日調松山各収容所現在俘虜数は左の如し但し病室欄は患者以外に従卒として二等軍曹●、兵卒十六、炊事当番卒二十二癈疾二の健康者が算入
してある●公会堂の欄には都合により出淵町収容所の分●●●してある
収容所 大佐 中佐 大尉 中尉 少尉 准官 曹長 一等軍曹 二等軍曹 兵卒 計

病 室 ● 一五 四 ● ●
公会堂 一 ● 一七 一七 一●
一番町 ● 六 四 ●
勧善社 四

大林寺
妙清寺
妙圓寺
総 計 一 ● 三八 二五 ●● 五 ●●● 一〇一 一一一 一五〇三 一八三四

備考 病室少尉欄に通信員、一番町准士官欄に●軍雇軍楽長一、勧善社一等軍曹欄に巡査一及兵卒欄に学生一を加へ外に衛生部員が一名ある

安藤支部長の慰問 安藤知事は赤十字社愛媛支部長として一昨日午後公会堂、出淵町の両俘虜収容所及び城北バラックの傷病俘虜を訪問した、而して二個の収容所は
河野委員長の案内バラックは馬島院長の案内で随行員は●●県属吉川支部幹事であつた、俘虜将校等に対し場合により支部長は露語を以て直●し

たるは俘虜●●●●何んだか心丈夫に思ふたよふな風であつたそふなされども多くは通訳を介したとの事である、又たバラックに●たは午後二時
てあつて各救護班に対し左の訓示的挨拶をした
（省略）
斯くて各班の医員、薬剤員、看護●に対し懇ろに挨拶を為し仝所を退出したは午后四時であつた

M37.12.11 松山の合併大相撲
（初日取組）

京坂合併大相撲一行はいよいよ昨日松山へ乗込み本日より晴天五日間古町停車場前にて興行する筈なるが初日取組は左の如し（欄外再記）
（省略）
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健康将校転送 当地に収容中の健康将校（海軍将校を除く）六十名へ従卒として下士以下六十名を附して静岡収容所へ転送する事となり一昨九日河野当委員長は
来松中の静岡収容所委員長少佐堤眞久氏と共に各収容所に就て転送すべきものを集めて言渡しをした

愛育の鳥を連れる 一番町の収容所で河野委員長が言渡しをしたとき一将校は自分は当所に収容せられ以[来飼]ふて居る鳥を連れて行きたいが差支へはあるまいかと

問ふた処委員長は[夫]れはよいが汽車賃が存外掛るから止め[玉]へあちで買へばどんなのでもある此地よりあちは都会の地であるから此地よりは
よいのがあるを言つたけれども某は折角飼懐けて居るから是非つれて行きたい運賃の高いはかまわんと云ふのでソレならば●うでもよいと言渡
すと某は非常に満足して居つた……其鳥の種類は五種ばかりで目にも入れたいほど可愛がつて居るそうな

委員長の揶揄 予々姫路へなり何処へなり転送して貰ひたいとの希望を持つて居るものあるのを河野委員長が知つて居つたゆゑ今度静岡へ転送することとなる

や冗談半分に「諸君の中には早く当地を去りたいとの希望ある方もあつたが今度の処は彼の有名な富士山を一と目に見渡し又家も此よふなバラッ
ク的でなく立派なのみならず土地柄も当地のよふな田舎でないから折角の待ちがいがあつた」といふと一将校はぬからず「そふですか私はイッソ
のこと露國へ転送して貰ひたい」と言つてのけた

写真の中に密書 終りに河野委員長は一同に対し扨爰に一つ諸君の為めに非常に不利益なること発見した之れは一言申して置かねばならぬと一個の写真を台紙よ
りめくりしものを手にして之れを示しつゝ之れですが此の写真の台紙を故郷に送るに際し此のとふり台紙に秘密文字を書き其上へ写真を貼つて
居る、之れが情報局で発見されて報知があつたのです、斯る行為に就ては相当の所分はするけれども、一人の不正行為の為め引いて他の人へも迷
惑を及ぼすのみならず諸君の信用を全く失ふ事になる、之れが為め今後は写真を台紙に貼つて送る事は相成らぬ事になつたから其旨を心得よと言

渡したので之れを聞きし彼等は顔を見合して唖然として居つた

売払ひもの注意 斯く当地を立ち払ふ事となると皆之れ迄買ひ調へ居りし雑具は売却する事となる、そふすると元と買ふたときの如くは迚も売れぬ勝手に売つたれ
ば非常に損耗があるから成るべく便利を与へるよふにするから必ず爰に居る委員の吉川少尉に頼んで正当な事に売るよふにすべしと懇篤に注意

したので何れも之れを諒として居る

訴願事件の審問期 独逸汽船富平号２１担●の紙幣一万六千ルーブルに対する在松山工兵大尉エツガルト（愛婦おたきの遥々尋ね来りしを以て有名な男）よりの訴願事
件口頭審問は十五日午前九時開廷の筈で呼出状を発した

M37.12.13 タルノフスキーの越
柵

バラック収容中の俘虜砲兵大尉タルノフスキーと云ふは日外の本欄に書てあつた通り精神錯乱して頻りに分らぬ事をシヤベリつゞけ胸間には何
つも両眼鏡をぶら下げそふして誰れ彼れなしにつかまへ私は此の上に剣さえあつたら直ぐ出陣が出来る抔云ふて居るのであるが此頃は愈々●し
くなつて全く精神を喪失してリヌノスリヌノスとか口に唱へつゝ十の字を鼻の先きに書いて居る、又過日の如きは道後玉の湯へ病衣のまゝで這入
つて洗濯をするといふよふな始末なので係りの人々は持てあまして居つた、処が去る十日には朝から道後の湯へやつてくれろと頻りに催促して居

つたけれども右のよふな挙動あるを以て容易に許さなかたそふなが其夜十一時過ぎに居室をソツと抜け出で東の柵を破て脱出した事を早くも●
り直ちに衛兵や巡査が其跡を追つ駈けて取り押へ連れ帰り仕方が無いから衛戍病院に入れた仝人は別に乱暴をするといふでなく全くの精神病者
であるから係りの人々等も可愛そふなどいふて居る

俘虜兵卒の死亡 此程新来の沙河の傷病俘虜は何れも重病であつたが其中のイワンテジヨーロフ、ワシリロートラレエフの二名は七日八日の両日に死亡したので例
により再昨日葬式を執行した

M37.12.14 タゲーエフ日本画を
評す

勧善社の一室に在つて読書著述に余念のない露國軍事通信員騎兵少尉ボリス、タゲーエフは画にも巧みな仁であるが曽て郡中に遊んだとき彩濱舘
の床に掲げてあつた龍虎の画が気にいりそれを写生して愛玩して居たが此のほどのこと現今来松して揮毫の需に応じつゝある京都画家田邊玉田

氏に之れを模写させ幾旬の後出来上つたも気に入らぬので再び頼んで書き直しをした所が今度は非常に気に入り之れを其居室の床に貼付して此
原画は中々腕の立つ立派な画家が書いたものと見へ其左にある虎は殆んど真に迫まつて活動してゐる又た之れを写した玉田氏のも原画に劣らぬ
力があると評してゐる

コサックの曲馬 バラックに収容れて居る傷病俘虜中のコサック騎兵は練兵場の芝生で曲馬を演つて見たいと係員へ申出てゐるそうな

２１ 陸軍大尉「ワシリー、ユーリエウイチ、エツガルト」は、明治 37 年 10 月 12 日、在北京露國守備隊オゴドレコフ大佐の命により、封鎖中の旅順口に兵器弾薬と糧食を輸送しようとし
たドイツ商船富平号に便乗していたが、拿捕されて捕虜となった。（『俘虜取扱顛末』、12 頁）
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相撲見物 俘虜将卒の何れもは何がな珍らしきものあれば最先きかけて見物したいと明暮れ思つて居る今日此頃古町の停車場前で開場した常陸山、若島一行
の東西合併大相撲はいたく彼等の好奇心を増進せしめて二日目の十二日には朝ッぱらから誘ひ合せて公会堂の将校廿名従卒二名を連れ外に一番
町からも十余名、バラックからも十余名、都合四十幾名が打揃ふて入場した、けれども折悪く此日は午後一時過入掛となつたから彼等は大応失望
したが一般に多大の趣味を感ぜしめて頗る面白がつて居た、俘虜の方が珍らしがる一方に於ては力士の方でも彼等を珍らしがり彼等が這入つて行

くと常陸山や大木戸等もロスキーが来た来たと皆溜りから出て行つて双方ケヾンな面で居たのは時に取つての愛嬌であつた、又俘虜将校の面々は
内小屋で売る石版摺の幕内力士肖像を我も我もと買ふて居た想ふに帰国の際の好土産であらう、勧善社に居る例の文才家タゲーエフは初日に行く
筈てあつたが廃めた二日目の開場を待つて屹度行くだらう、其他の将校十余名と兵卒百名も三日目に行くことになつて居り入掛で戻んた連中も又
出直すだらうからコヽ二三日は俘虜で大に賑はふだらう

力士と背比べ 十二日相撲見物に行た俘虜将校中に名は聞忘れたが極々背の高い露人中にも珍らしい程な背高の男があつた、彼等は今しも取組を休めて取片付け
て居る力士溜りの処へ行て「日本人は小い小いと思ふて居たがコンナ大きな人種もあるものか」と驚いて見て居るうち件の背高先生力士中の大き
さうな二三と背比べを遣つたが高さに於ては自分の方が勝つて居るので先生鼻蠢めかして得意で居ると力士の方でも敗るのが口惜しさに若島や

駒ヶ嶽やを呼んで来たが矢ッ張り少し低いので幕下力士の何んとか云ふ六尺二寸あるちふ力士と比べたらヤッと甲乙ない位であつたとさ、背の高
低は兎に角若や常陸の体躯の大なのには俘虜連も感嘆して大層賞めて居たさうな

俘虜転送 当地収容所の健康俘虜中下士以下三百名（内二百名は勧善社の分）を近日中に名古屋へ転送する事に決定した

M37.12.15 商人の大頭痛 収容所に出入する酒保商人其他のものは俘虜将校に対し何れも多少の売掛をして居る、中には随分少からぬ額に上つて居るのもあるさうだが海軍
将校は兎に角陸軍将校と来たら中々金払ひが汚いので困るつて居る上に今度是等の健康将校が静岡の新収容所へ転送せらるゝことゝなつたので
●に催促をするけれど今はないと云ふて一向払はぬ、無論相対で貸したのだから監督委員の方では知らぬそれに俘虜への貸金は公訴を起したとて
無効になるとのことだから皆々大心配で昨今協議中とのこと

写真器械の注文 軍事通信員タゲーエフは此程東京から軽便写真器械を買入れたが何処か不完全な処があると云ふて取替に遣つたとのことだ、因仝人も不日静岡へ
移るのぢやさうなが当人は松山は何分好い処で大に気に入つたから何時までも離れたうないなどお追従を云ふて居る

ワーリーの撃剣 公会堂収容所に居るワーリー大尉は監督将校歩兵大尉吉松正幹氏から日本刀の解釈を聞き撃剣の話しを聞いてから日本の撃剣が習ひたくて堪ら

ず願つた結果連隊や武揚会や監獄の撃剣教師をして居る堀田捨次郎氏に就て之を教はることゝなり先程来稽古を遣つて居るが彼はなかなか熱心
で堀田氏が通訳を介して竹刀の持方から構へは勿論色々言ふて聞かすと其通り遣つて進歩の程度大に見るべきものがあるさうな、而して彼は昨今
日本刀が手に入れたく買ひたい持ちたいと願つて居るさうだがこれはまだ許されないと云ふことぢや

M37.12.18 第三回下士卒転送 予定の如く健康下士卒三百名を監督将校松本少尉が引卒して昨日午前当地出発名古屋俘虜収容所へ護送の筈であつたが便船が来なかつた延期し
た、送るべき人数は、勧善社より下士二十八名卒七十二名、妙清寺より下士十●名卒五十三名、大林寺より下士以下三十四名で●大林寺の分は悉
く韃靼人ぢやさうな

通用門鑑の改定 松山俘虜収容所へ出入する●●は是迄一定の木札を用ゐ居りしが或種の商人中●門鑑を利用して予て許可しあらざる人民が出入して不正を営む
にあらずやとの●ひあるものから今度在来門鑑を廃し所持者の写真を用ゐることゝし写真の裏面へは収容所の契印を押印したるものへ改定した
とのこと

M37.12.21 [旅順]の俘虜来松 十八日午後三時旅順二百三高[地の]俘虜[海軍]機関士一名、歩兵少尉一名来松バラック及び公会堂に収容した

[新来]俘虜来松 浦盬艦隊リウリツク号にて俘虜となり佐世保病院に療養中であつた九名の将卒は[一昨々]日午後着松した筈である

●●●の●に驚く 去十四日の合同葬儀は非常に●●●●であつたが之れを見た俘虜は只だ其の●●に驚くばかりでアヽ幸福なる日本軍人よ、ア●●●の●日本軍人

よと云つて居るそうな

M37.12.22 ●●俘虜着松 リウリツク号乗組水兵の捕虜で佐世保病院に治療中なりし下士一名、兵八名は一[昨日]来松の筈であつたが汽船の都合で昨日午前九[時古]町駅着直
ちにバラックへ収容された
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[兵]卒の死亡と葬儀 遼陽附近で銃創を受け我捕[虜と]なつたセシパラチンスキー歩兵第十一連隊第●中隊付兵卒イグナーチーレスノイ（四十年）は重[症で]ある上赤痢
病を起し去る十九日朝バラックで[鬼籍]に入つた又た[同様]の捕虜ブズルークスキー歩兵第二百十五連隊第一中隊付兵卒アンドレイデリ[ヤー]ビ
ン（二十八年）は銃創の為め遂に養生叶はず●●●前記捕虜一時間を隔てゝ鬼籍に入つたので［ある］依つた二十日午前十時からバラック内で葬
儀[を執]り行ひ会葬の俘虜共に涙ながらに御幸山の俘[虜墓]地へ埋葬した

一番町収容所の閉鎖 六十名の将校が静岡へ転送されたので将校計りの居た一番町収容所は一昨[日限]り一先づ閉鎖の姿となつた

M37.12.24 七遍目の決心 由来露國将校等が無定見で品性の劣等なのには驚か●ゝ処で老齢な連隊長ともあるものが今度静岡へ行くに就いても前後七回決心を変換したと
は実に酷いでないか、初め半数の俘虜将校を静岡収容所へ転送することに決するや其人選中彼の得利寺で捕はれた第四連隊長メルチヤンスキー大

佐は松居旅団長や河野委員長に対して松山は実に気に入つたから何卒此儘当地に置いて貰ひたし願はくは残留員中に御加入ありたしとのことに
宜しい御希望通り取計らふから安心なさいと云つて居たのだが彼は其後アー考へコー考へたものと見えイエ前の願ひは取消して静岡の方へ送つ
て貰ひたいと云ふかと思へば又残りたいと云ひ終に六遍振りにいよいよ静岡へ行くことに決心したのぢやさうな、斯んな不体裁をしたので流石の
彼も旅団長に気の毒に思ふたか立ちがけには殆んど隠れる様にして停車場まで行かれて居る旅団長に別辞も述べずに汽車に乗つたげな

仏式で葬儀 バラックに居た俘虜兵卒アルーヤロ、ラアマーザーノフと云ふのが二十日朝死亡した処此男は韃靼人で回々教だと云ふので正教会の鈴木九八氏は
例の異教徒と云ふ関係から之を葬らないので収容所本部の方から本願寺の軍隊布教師日高純諒氏に依頼したのであつた、同師は仏陀の慈悲は一切
衆●一人として泄るゝ者はないから喜んで其葬儀を●し廿一日午後一時より之を執行した、処が俘虜等は仏式だと云ふので見物かたがた会葬した

ものが多かつた、同師は俘虜将校に向ひ仏式で正式に行へはなかなか大変であるから私●で●略して行はふと云ふと御都合のよき様に御依頼する
との事であつたから●●も日本流で姓名を彼等に書かして一方へ南無阿弥陀仏●●院●●信士位と記した、式場では読経、引導、焼香と順を追ひ
俘虜将校にも焼香せしむると妙な手つきで矢張り抹香を●いて居た、それから死屍は山越へ送つて埋葬式を行ふたのだが彼等はこれを満足として
居た、仏教[界]で回々教徒に法名を付け引導する様な事は先づ日高氏が鼻祖だらう

M37.12.25 失敬な失敬な 去る十日バラック病室を逃げ出し間もなく道後で押へられた半狂の砲兵大尉ゲオールギー、タルノフスキーは頻りに大声を発し露語にて「失敬な
失敬な」とのみ叫んで居る

又々死亡 近頃は気候の関係故かどうも俘虜兵の死亡が多い、バラックに収容中であつたインゲルマン●●ドスキ歩兵第九連隊第三中隊附卒何某も亦二十三

日死亡し二十四日例の如く鈴木九八氏に依つて葬儀が営まれた、仝人は十月十二日沙河会戦で捕へられ十一月二十九日当地へ収容せられたのだが
右大腿軟部貫通●左下腿●●貫通銃創で頗る重傷であつたのだ

旅順は救はるべし 彼の二百三高地で捕はれた予備少尉ニコライパウロウ井●テは同高地が未だ我軍の手に帰せざる以前に於て捕獲せられたのであるから同高地は

決して日本軍に占められることは断じて●いと云ふて居るのみならず旅順要塞内の一般露軍は今や味方の大軍金州附近に南下し来りクロパトキ
ン指揮のもとに将にこの孤●救援の目的を達しやうとして居る、又バルチック艦隊もすでに台湾海峡に迫つて居ると守将ステッセルが士気奮興の
ために言触らして居るのを信じて居るとのことで彼れ少尉も然く語つて居るさうな


