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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

M38.01.10
(第●号附録)

（コピーなし）

M38.01.11 漸く旅順降伏を信ず 旅順降伏の報に接したとき城北練兵場のバラックに在勤の諸員は仝所に居る俘虜等に我社から配布した号外を見せて語つい聞かした処其多くは
決して其の様な事は無い彼の如き堅固な要塞で在りながら降伏する様な事はある筈がないと云つて居つたさうなが去る四日盛大なる国旗行列を
なしたるに引続き屋台や囃子が毎日市中をねり歩き「日本勝つた勝つた」と大声に呼び立つるので所の俘虜将校等は皆門口に出で其景況を見斯く
日本人が狂喜するのを見るといよいよ陥落は違ひあるまいとこゝに漸く信を措くに至つたと同時に彼等はシヨゲ返つてガッカリして居る風が見

え何たか気の毒な様な気もするのである

逃走士官ミルスキー
の事

コザック騎兵中尉ミルスキーが再び逃亡を企てゝ五名の海陸兵を連れてバラックを脱走せしも取押へられて取調中なることは前号附録に詳記せ
し処の如くなるが扨此ミルスキー中尉は曩に禁錮中委員長河野大佐が懇々と説諭を加へ以後斯る無謀なことはしないと云ふ宣誓をせよとのこと

を申し聞かしたけれども頑強にも之に応ぜず飽までも敵対行為を病めないと云張りドヽ彼のタゲーフの説諭にて然らばモー逃げまいと誓約した
から夫では宣誓書を認めよとなると書類は決して認めぬ口約だけで済まして呉れと強て誓書を書かなかつたのださうな、スルト矢ッ張り逃亡の意
志は依然翻さなかつたことは歴然である、就ては今回の事起りタゲーエフは大変委員長に気の毒がつて居るとは左もあるべし

遥かに本国の父が異
見

ミルスキー中尉は貴族の子であつて現露國内務大臣ミルスキー侯なども其一族ださうな、そは兎に角客歳末のことであつた露本国にある中尉の父
より一封の金と長文の手紙とが来たので収容所に於て訳して見ると日本松山にある騎兵将校が逃亡を企て取押へられたと云ふことが当地（露國）
の新聞に掲載されたが或は汝ではあるまいかと気遣はれる、汝でなければ幸なれど若汝なれば実に不都合至極な丁●である一小島国に居て決して
逃げ終すべきものでないから今後そんな無謀は思ひ止まるがよい遂げもせぬことを思ひついて夫が為め累を他の将卒に及ぼす様なことがあつて

はならぬから謹直に身を持して静かに平和克復の日を待つがよいと懇々と説き諭して居るのであつた、で河野大佐は恰ど年末三十一日に彼を収容
所本部に呼寄せ件の手紙を渡して親が斯程に気遣ふて居るのだから以後は屹度慎むがよいと言聞せたら彼もホトホト感動した如く公会堂へ帰つ
たのであるが其後一日二日を経てバラックへ参り二三日を経て今回の挙を敢てしたるは彼の意中を忖度するに苦む次第でツマリ一種の精神病者
と云ふてもよからう

M38.01.14 ●卒の死亡 腹部及び●部に銃創を受け尚ほ他に打撲●等の重傷を負ひ清国●●子附近で我捕虜となつて居たカスローフスキー歩兵第百廿●連隊第六中隊兵
卒イムソヴルチン、サイバターロフ（廿五）はバラックで治療中十日遂に死亡した、●では一昨日午後バラックにて葬儀を営んだ筈である

来松すべき俘虜 は五十名と云ひ三十名と云ひ其●●●公然の通知がないから判明はせぬが旅順の捕虜は多分二千八百名来松する予定である

旅順俘虜将校来る 昨日午後入港した御用船扇海丸にて旅順俘虜将校五十名、従卒五十名都合百名が高濱に上陸し伊予鉄の汽車で古町駅に下車し直に公会堂収容所へ
収容せられた筈である、いづれ詳細は次号に記さう、これ旅順降伏●●の第一着来[将校]である、而して一応公会堂へ容れて置き[追て]分類の上各
所へ転送するのださうな

逃亡俘虜の取調終了 騎兵中尉ミルスキー等の取調はすでに終了したが彼は一寸も卑怯な言は吐かず「左様自分が張本人で五名の下士卒●●を煽動し之を引連れたので
ある―五日の●●にバラックを逃●した、其後何処であつたか山中で崖から三十●下へ転落したことがある―無論目的を達する考へで逃げたの
だけれども縛へられては仕方がない、どうか然るべく御処分下されたい」と悪びれずにスタスタ白状して終うたげな、いづれ近日中に憲兵に護送
せられて善通寺に行き軍法会議に附せらることになつて居る
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M38.01.15 第一回旅順俘虜将校
着松

前号概記したるが如く旅順開城に就て我軍門に降りたる俘虜将校中大尉以下二十一名は従卒二十名と共に汽船第一扇海丸で十三日午後二時高濱
に来着した、之が受領として監督委員竹内少尉は青木●●軍医、加藤通訳、安岡軍曹と共に高濱に出張したが此時すでに俘虜将卒は桟橋より上陸
して新停車場に是等の人々を待合せて居る時であつたから直ちに各自の官職氏名を調査し終つて三時四十四分発の借切列車四台に乗せ古町駅着
公会堂へ収容した其内重なる官等氏名は

二等大尉アレキサンドル、マルチエンコ
中尉アントン、コステユーシコ
音楽隊長（中尉相当）グリゴリー、グレイズメル
技師（武器係）ミハイル、ガールンスキー

で外に見習士官が十七名で皆東部西比利亜狙撃隊の歩兵である

第二回旅順俘虜将校
着松

第二回に着するのは将校二十九名、従卒三十名との予定であつたが急に模様が変つて十八名と十八名都合卅六名が来たのである、それは矢張り宇
品港から転送になつたので第二扇海丸で高濱に着いたのが十三日の夜の十時三十分頃であつたが雨中を冒して上陸し仝じく汽車で古町駅へ着い

たのが十二時四十分、公会堂へ収容を終つたのが昨日の午前一時過であつた、而して其の将校は歩兵第十三連隊のエゾツフ中佐を筆頭に左の十八
名である
中佐エブソフ、一等大尉ラツシン、仝アガルコフ、仝コシキン、仝グサコフスキー、仝スクリジン、二等大尉ロジヤンスキー、仝ミシエラ、仝ロ
タイスキー、仝サフイヤンニコフ、中尉ヤセウイ子、仝イワノフスキー、仝ボリヤーコフ、仝マルイシキン、少尉ワラズイコフ、特務曹長スクリ

ジン、仝ノスコフ、軍楽隊長子ムチポフ

M38.01.17 新来俘虜の[服装等] 旅順の投降俘虜は何んな風で居るか知らんと思ひ第一回に来たのを十三日午後高濱へ見に行つたが所謂名誉の降服者だから剣は勿論双眼鏡や拳
銃なども身辺に着けて居る又た[数個の勲章]の胸間にひらめかして居るのもあつた、大尉や中尉は外套を着て居なかつたが見習士官は何れも鼠色
の外套を着けて居る、それから剣は外套の下に肩から釣て居るのだが黒革で包んだ長い奴ばかりだ、何と云つてもドンドンパチパチの[戦場]で捕

虜になり直に送られたのと違てチヤンと●●を整へて来たのだから被服から携帯具も揃つて居るが中には血付の外套を着て居るのもあつた

第三回旅順俘虜将校
着松

十四日夕刻第一扇海丸で高濱へ着した旅順●●俘虜は将校三十九名（準士官、文官を含む）、従卒四十名で収容所委員松澤少尉が受領し汽車にて
午後九時三十五分古町駅着[其]内将校十名、卒十名は公会堂へ収容し他は一番町へ収容した其官氏名左の如し

▲公会堂収容の分
中佐 ウラヂミル、ヅーボフ
仝 コンスタンチン、プシユカールスキー
一等大尉 マーベイ、ガヴリーロフ

仝 フヨードル、ガツフエルベルグ
二等大尉 アルカーデイー、リユビーモフ
仝 アレクサンドル、ウスペンスキー
中尉 アルカーデイー、プリゴージー

仝 ニコライ、シリウジスキー
仝 アレクサンドル、フローロフ
●●中尉 ミハイル、アキーモフ
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▲一番町収容の分
二等大尉 セルゲーイ、ウエセローフスキー
仝 イワシツゾ、グリゴローウ井ツチ
中尉 ニコライ、ポポーフ

仝 エウゲーニー、ニコーリスキー
仝 ゲヲルギー、サドウイコーフ
仝 ミハイル、子クラーソフ
仝 ハーウエル、ウリオーン●

仝 ハーウエル、ポンダリコートフ
少尉 ユドワール、ウイリマン
仝 ウラジミル、シドーロフ
仝 アレクサンドル、ユージン

予備●（一年志願兵） ブローホル、グナシユーク
特務曹長 セミヨン、ポダコフ
仝 イワン、コレソーフ
仝 アシヅレード、ブルイギン

仝 ヒヨードル、グリヤーウイン
仝 ブロホール、ラザレフ
仝 ヒヨードル、サモロードフ
仝 ニコライ、エルマコーフ

仝 アレクサンドロフ、シクリユーコフ
仝 ヤーコフ、モイセイエフ
仝 セルゲイ、ノボローツキー
仝 ヒヨードル、シリワーノフ

仝 エフスターフイ、ウルスレンコ
仝 イヨフシツフ、パスケーウイツチ
文官 ミハイル、グレチヤノーフスキー
仝 マクシーム、ミチーエフ

仝 イワン、グジユーリン
仝 ワシリー、アレクサンドロフ

第四回旅順俘虜将校

着松

十五日午後病院船弘済丸で高濱へ着した分は何れも負傷者で下士が三名、卒が三十九名である、これは午後四時三十分古町駅に着し或は担架で或

は人車で城北バラックへ送られたが中には徒歩で行た軽傷者もあつた
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第五回旅順俘虜将校
着松

十五日午後別に四十七名の健康者も着した、其れは第二扇海丸で来たので●●●●●に上陸し古町駅着車が夕刻七時頃であ[つたが]其の中には二
名の小児と一名の僧侶も加は[つて居る]将校二名、従卒二名と小児とは公会堂へ収容され他は皆一番町へ容れられた、将校氏名左の如し

▲公会堂収容の分
二等大尉 イワノウ井ツチ、ブーガコーフ

中尉 ワシリーウイツチ、シユムスキー
▲一番町収容の分

一等大尉 ワシリー、アンドレーエフ
仝 ニコライ、プロトポーポフ

仝 ニコライ、ミハイロウ
仝 アルカジ、ソコローフ
二等大尉 パーウエルマ、ニコーフスキー
仝 ミトロフワン、グヅリヤコーフ

仝 アレクサンドル、ケーゲリ
中尉 ウラジミル、ルサウ
仝 ニコライ、スツレヽツキー
少尉 ボリス、キシンスキー

仝 アレクサンドル、マリノーフスキー
仝 ボリス、ミスラーフスキー
仝 ニコライ、ジエガーロフ
仝 ニコライ、ステラワイウイチ

仝 ブロニスラーフ、ウエンヅンヤゴーリスキー
仝 エウゲニー、サウイツキー
特務曹長 アレクサンドル、コージン
仝 ミトロフワンカルポフ

仝 ウラジミル、サウイツキー
連隊附僧侶 ニコライ、トレスウヤトスキー

第六回旅順俘虜将校

着松

十六日午後一時にも亦た健康者将校四十三名、従卒四十三名計八十六名が第一扇海丸で高濱へ着港し出淵町の妙清寺へ収容された筈だ

第七回旅順俘虜将校
着松

又十六日午後二時高濱へ着した筈なのは何れも傷病者で其人数が七十名、これは無論バラックへ収容された、いづれ詳細は次号に記すことゝせう

新収容所開始 閉鎖中であつた一番町及び妙清寺収容所は別項の如く再び開所することゝなつたが新たに御幸村山越の八ヶ寺をも収容所に採用することゝなつ
た、本日あたり開所するだらう、而してこれへは下士以下の健康者を収容する予定だとのこと

脱走俘虜の出獄 去る九月十日の夜法龍寺収容所収容中なりし俘虜兵ブレゴード、ホムトフ（二十八）とアレクセンチン、ペレベーノス（二十五）の両人が共謀の

上同所を脱し温泉郡和気濱の船を盗んで漕出せしも操舟意の如くならず再び上陸して高濱の[横]山に隠れて居たが十二日の朝国旗行列の時発見さ
れて取押へられた顛末は当時の紙上に詳記したが此両人は其後第十一師団軍法会議に廻され取調の結果窃盗罪を構成し長らく高松監獄に苦役中
の処今回期満ちて今十七日午前八時出獄するさうな、就ては之が受取りとして●補充大隊より軍曹一名、卒一名一昨日出発仝地へ赴いた

捕虜佩剣に就て 今度捕虜となつて来た捕虜は名誉の降伏だなど、強慢な挙動をして居る、収容所の室内で佩剣のまゝで●歩して居るが宣誓して帰国したのと違ひ

捕虜となりたる上は剣は脱せつむるが当然であらうといふ議論もある様子で目下其筋の問題となつて居るさうな



6

旅順の孤児 去る十五日の宵第二扇海丸で来て高濱から上陸して松山公会堂へ収容された俘虜の中に七歳と五歳の男子がある之れは旅順に在つて名誉の戦死
を遂げた大尉某の孤で母なる人も旅順で看護婦になつて忠勤を励んで居たが憐むべし我が榴散弾に当つて無残の最後を遂げた、から二人児は●●
●の●●●●●父大尉の親交ある武人の情に此の名誉の降服俘虜の一行に●加つて居るのであると

M38.01.18 一昨日来着の俘虜 は前号に記した通り第一扇海丸で来た健康者と病院船神宮丸で来た患者とであるが前者は中佐一名、大尉四名、中尉四名、少尉十二名、軍属官吏
八名、士官候補生（特務曹長）十四名、従卒四十三名、計八十六名でこれは午后一時着港桟橋から上陸して平川少尉が受領の上二時二十五分の汽
車に乗せ三時古町駅着中ニコライ、ミハイロウ井ッチユ、ヲベルチエフと副官中尉レオンチー、アレキサンドロウ井ッチユ、スリエーフの二人と
従卒二人は公会堂へ他は何れも妙清寺収容所へ収容された、後者は下士以下九十八名でこれは負傷者若くは負傷に基因する病者であるが一時五十

分投錨艀舟で上陸させた上森川少尉が受領して三時四十五分高濱発列車で四時過ぎ古町駅着城北バラックへ収容した、其多くは徒歩することを得
たが担架を要する重傷者が六名あつた

第八回旅順俘虜着松 十七日到着の分は第一扇海丸で将校四十二名、従卒四十二名であつて正午頃着港大林寺収容所へ収容された筈である

第九回旅順俘虜着松 其次も矢張り昨日正午頃高濱に着した筈であつてこれは御用船○○丸に乗つた傷病下士卒四十名であるが前日同様森川少尉が受取つて城北バラ
ックへ収容した、何れ重ねて次号に記すであらう

新バラックの使用 昨年三萬円余で落札し田中熊太郎氏が請負ふた十五棟の増築バラックは一度は落成したものゝ設計書と相違の点があつたとやらで未だ其筋の手

に渡すことが出来なかつたのだが今度多数の傷病俘虜が来ることゝなつたので兎も角も不充分ながら引渡しが済んだと云ふことじや、けれども田
中氏はこれがため少からね損耗をを見たさうな而して此新バラックは今明日あたりから使用とのこと

俘虜の連子 とでも云はふか公会堂へ収容された二人の小児のうち年長な方は都合あつて昨日一番町収容所の方へ収容さるゝこととなつた、此小児に就ては後
日を期し詳しく記す積りである

所持金 旅順開城の際各兵卒にも金銭を分配したものか何れも多少の所持金があり、尤も是等は皆●費であるが中には旅順出発の際携帯品を支那人に売払
ひ為に我軍の貨幣並に軍用手形などを持参して居るものも少なまない、が旅順では随分金銭に窮したものと見ゑステツセル将軍が自署した仮軍用
手形を持つて居るものもある

M38.01.19 井水涸る 城北バラックの俘虜収容所内には井戸が九個あるが仝所開設のときは水の多い時候であつた故掘り方が浅かつたので此節は殆んど水が涸れ盡き
て汲み上るを泥水となる処から此程より夫れ夫れ之れを掘り改め約三四尺計りの深さにして居る

バラック現在数 一昨十七日の調は将校二百十名、下士百四十三名、卒七百五十九名、計九百廿三名（内重病者三百七十二名）、外に健康中尉一名、従卒十九名、

衛生部卒一名、癈疾六名、監守卒二名である

一昨日来松の俘虜 は前号に記した通り第一扇海丸で来た健康者と大連丸で来た患者とであるが前者は一等大尉アレキサンドル、クチンスキー外四名、二等大尉四名、
中尉十名、少尉六名、軍医二名、特務曹長二十九名、軍属官吏一名、計五十七名及び其従卒五十七名で午後一時高濱着港、二時三十五分仝所発の

汽車に乗せ三時過古町に下車して全部宮古町大林寺へ収容した、後者は何れも負傷者（軽傷）ばかりで員数が四十名これも同時に高濱に着し同一
列車で古町へ着き城北バラックへ容れられた、而して之が受領のため上陸地へ出張したのは委員森川少尉、安井二等軍医等であつたが追々馴れて
来るので受領手続から収容に至るまでの取扱が余程敏捷になつた

第十回旅順俘虜着松 十八日到着の分は第一扇海丸で将校三十名、従卒三十名であつて正午頃着港勧善社へ収容された筈である宇品で検疫の都合によつては或は員数に
相違があつたかも知れぬ

第十一回旅順俘虜着
松

其次も矢張り昨日正午頃着濱した筈であるがこれは何れも傷病下士卒で二百名ありバラックへ容れられた

山越収容所開始 既記の通り温泉郡御幸村山越の八ヶ寺は二区に分ち長建寺、弘願寺、浄福寺、不退寺を第一に、龍穏寺、来迎寺、天徳寺、法華寺を第二段に使用
することゝなり先づ長建寺へは勧善社に居た下士卒を一昨日移し弘願寺も昨日より開始した

委員長の視察 又温泉郡雄群村村なる松山市有新築伝染病院は未だ一名の患者も入れざるを幸ひ今度俘虜収容所に使用することゝなつたので委員長河野大佐は
昨日其実地を視察したさうな

俘虜将校の妻を来住
せしむ

旅順降服俘虜中には其妻女を旅順に住はせて居たものが多少あつた様子だが今度其筋の詮議により是等婦女子は其夫の収容地に家を構へて居住
することを許可されたさうだから我松山へも近日中に来るだらう
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少年俘虜に就て 来松の少年俘虜を五歳と七歳としたのは誤りで七歳と十三歳の両人である、で一番町収容所に在るのが十三歳公会堂に居るのが七歳だ、其内七歳
の方は名をセミヨンと呼び先号に記した事情と多少相違の説を聞込んだから記さんに彼セミヨンの父は九連城の戦ひに於て敢なく戦死を遂げし
より此児は叔父なる大尉を尋ねて旅順に送られた、処が遂に開城の結果其叔父は我が軍の捕虜となつたので今更幼者のみを突き放つこともならず
●くは送致されたるものだといふ、幼者の捕虜は尚ほ之に止まらずして十四日宇品に入港した捕虜輸送船阿波丸にもゼニアエプゲニアと呼ぶ一小

女は其父なる俘虜文官（二等大尉相当官）イパノフ、セミヨンなる者に伴はれ来たと云ふことぢや、因に来松の二少年を兄弟のやうに話して居る
者もあるが然うではない全く垢の他人ぢやさうな

M38.01.20 一昨日来着の俘虜 は前号に記したのと多少相違の点がある、乃ち午後零時三十分に高濱へ入港した第一扇海丸には海軍下士卒三十六名が乗つて居たがこれは何れも

負傷者で船長杉浦伊八氏が引卒上陸し三十分を経し一時に着港した第二扇海丸には三十三名の将校と一名の小女と二名の下士と三十三名の兵卒
と都合六十九名であつたがこれは●●軍曹が引率して上陸し松山から出張の森川中尉、白川少尉、安井二等軍医等に之を引渡し海軍兵は一時二十
五分、将校及び従卒は二時三十五分の貸切列車で古町へ着し海軍兵はバラック、其他は悉皆大林寺へ収容された、而して其将校は大佐トハチエロ
フとストリニコフの二名を始め中佐二名、一等大尉九名、二等大尉五名、中尉七名、少尉五名、予備少尉二名軍医一名である

昨日来着の俘虜 は将校二十一名と下士卒二十一名が健康者、将校一名と下士卒五十名が負傷者で患者はバラック健康者は萱町妙圓寺へ入つた筈であるが予定数と
は何時も多少の狂ひがあるから例により其実数は次号に記すことにせう

七歳の小児に就て は前号に其素性を記して置いたが彼セミヨンは公会堂収容以来頗る無邪気で従卒等を友達のやうにして飛んだり跳つたり寝台の下を潜つたりし

て欣々然と遊んで居るが何様従卒等の仲へ入れて置くと兎角好いことを覚えず悪戯ばつかり習ふやうになるから学齢に達して居るのを幸ひに当
地の学校へでも入れたら好からうとの話しが持上つて居るさうな、因に記すが小児は無論俘虜ではないけれども俘虜収容所内へ共に収容すること
を陸軍省から許されたさうで待遇は兵卒同様にするのぢやさうな

新来の七歳の小女 一昨日来着俘虜中に小女の交つて居ることは別項にも記したがこれは前号に記したゼニー、エブゲニア（七歳）と呼ぶもので父のイワノフ、セミ
ヨンと同船して来たのである、いづれ詳しきことは追つて記さう

十三歳の小児の素性 既記の通り過日俘虜将校が連れて来て一度公会堂へ収容されたが今は一番町収容所に在る十三になる小児の素性を聞いて見ると全く露國の種で
なく実父母共に支那のものだが北清事件のとき宗教上の関係から露國某将校の養子に貰れたもので其養父たる某将校は今回の戦ひで戦死し養母

が之れを旅順口内で●育して居つたさうなが其養母も亦た死んだため甲乙の将校等が之れを不憫に思ひ撫育して居つて今度も連れて来たもので
ある、其氏名はアレキサンドル、スヲーロフといふとの事

犬を伴ふ 右の十三才の少年俘虜は一匹の小犬を伴ひ他にも二匹の飼犬を連て来て居るが一昨日来た俘虜中にも赤毛の犬（ゼニーの飼犬か）を連れて居たの

があつたさうな

M38.01.20
『愛媛新報』

俘虜雑聞

監督通訳の任命 一昨日収容所監督通訳左の通りに任命された
一番町収容所監督を命ず 吉川歩兵少尉

仝収容所附を命ず 通訳竹田彌右衛門
妙清寺収容所監督を命ず 麻生歩兵中尉
大林寺収容所監督を命ず 都築歩兵中尉
長建寺収容所監督を命ず 元吉歩兵大尉

弘願寺収容所監督を命ず 窪田歩兵少尉

M38.01.21 男装俘虜松山を慕ふ 今回旅順の俘虜中にエカテリーナゲオール、キエウ井ツチ、バグダノワと称する二十歳計の一人あり多少怪しき処あるより能く能く調べ見れば何
を計らん立派な男装せるも全く女子であつたから解放して神戸仏国領事舘に送りたるが彼は是非共松山に来りて祖国兵の看護に従事したしと熱
心に語り居るとのこと、何だか訳の有りそうな話

第十二回旅順俘虜着
松

十九日午後一時第一扇海丸で高濱へ着した旅順降服俘虜は将校二十名、従卒二十名で監督委員久保田少尉が受領し二時三十五分発の借切列車に乗
せ古町に下車して三時三十分全部萱町妙圓寺へ収容したが其将校内訳は大佐三名、中佐二名、一等大尉二名、二等大尉四名、中尉六名、少尉一名、
少尉補二名である而して此大佐中には侯爵チヘイゼエー、男爵ゲイーキンの両華族あり其他の上長官は大佐ドフロノフ、中佐ペワレンコ、仝ズメ

ンワセンの三名だ
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第十三回旅順俘虜着
松

十九日午后一時二十分第二扇海丸で高濱へ着したのは負傷者二十七名、病者二十七名でこれは青木見習軍医が受取り前項のと同時に古町へ送り十
七名は担架、其他は徒歩で城北バラックへ収容したのは四時頃であつた、此傷病者中には二十名の海軍兵も交つて居り工兵二等大尉ローヤンサト
ーロスキーてふ将校が一名で他の五十三名は皆下士兵卒であつた

昨日来着の俘虜 は第一扇海で将校三十六名、従卒三十八名、第二扇海で患者五十四名、共に午後一時頃に着した筈である

俘虜兵の脱柵（オマケ
に暴行）

山越の俘虜収容所長建寺に居る卒でヤーフ、キリークと云ふものが一昨日午後三時頃から●に姿を隠したので収容所係員は直に其向々へ通告し所
在捜査に着手した、処が松山警察署に於ては五時三十分頃報を得て岡山部長巡査三名を連れて山越方面へ出張中午後七時頃字新宅町武●ツヤ方の
前で蜜柑を買ふて居る俘虜があるので此奴に相違あるまいと引捕へて長建寺へ連れて行くと果して夫であつたから監督委員中屋軍曹に手渡しゝ

たが先生は何処で飲んだか頗る酩酊して居るので何だか分らぬ管を巻くのみならず事務室で暴行を働くのを他の俘虜十名ばかりが寄つてたかつ
て引入れたさうな

窃盗俘虜監視を受く 先号記載の如く露國トムスカヤ県バルナウイルスキ郡シエンクートスカ村の東部シベリヤ狙撃歩兵第十四連隊第五中隊後備上等兵ブレゴード、ホ

ムトフ（二十八）キエツスカヤ県ワセリヨースキー郡チエルカスカヤ村の仝第九連隊機関砲中隊兵アレクセンチン、ペレベーフ（廿五）両人が堀
江の濱で仝村の川本柳吉所有の和船（附属品共）を窃取したので重禁錮三ヶ月に処せられ高松監獄で苦役に就いたが十七日に出獄し十八日朝六ヶ
月の監視第一回を松山警察署で受けたさうな、此両人は其後山越弘願寺へ収容さるゝことゝなり向後は道後分署で監視を受けるとのこと

俘虜将校の佩剣に就
て

旅順俘虜将校は開城条約第七号に基き各佩剣を許されて居るが是は収容さるゝ迄の特典で一度或地に収容されたなら其地の取扱規則に従ふが当
然であるから詮議の結果いよいよ之を取上ぐることゝなり昨日来其取除けを命じたが公会堂将校等は頑として之に応ぜず抵抗ヶ間敷所業あるよ
り昨日午後に警備兵一ヶ小隊及び多数の警官出張するに至つた由、詳細は聞待て欄外に記すべし

M38.01.24 十三歳の少年に就て はすでに其素性を記せしも尚ほ他方面にて来歴を聞くに此子の父母は従来ブラゴイシンスに住居して居たが彼の義和団の蜂起の時父母とも清国

人のために殺害され孤児となつたのをその地の守備に任じて居つた狙撃歩兵第十四連隊にて救ひ取り遂に連隊の子として養育しこの連隊が旅順
の守備となりし時も共に同所に連れ来り楽隊に仕込まれたので笛を吹くことが最も上手だといふことだ

第十五回旅順俘虜着

松

二十日午後零時四十分第一扇海丸は将校三十八名（内患者三名）、従卒三十六名を乗せて高濱に着港上陸し委員藤田中尉が受領の上二時三十五分

の汽車で古町へ着し患者及び卒三名はバラックへ其他は何れも勧善社へ収容された、将校は中佐が五名で他は皆尉官である

第十六回旅順俘虜着
松

二十一日午後一時高濱に着した第二扇海丸は予定の通り陸軍将校七名、従卒七名、海軍兵患者二十二名（内重傷一名）、都合三十六名を乗せて居
り一時二十分曹長小田三次郎氏が引卒上陸し監督委員森川中尉に引渡して二時三十五分汽車で三時古町駅下車、健康者は勧善社へ患者はバラック

へ無事収容を終つたのが三時五十分であつた、而して将校は大尉シツコルスキー、中尉三名、少尉三名で患者中には下士一名が居た

第十七回旅順俘虜着
松

二十二日午後零時五分高濱へ入港した第一扇海丸には海陸混交四十六名の将校と同数の従卒とが乗つて居たのだがこれは軍曹小松常次郎氏が引
卒上陸し出張委員麻生中尉が受領し安井二等軍医が検疫して二時三十五分の汽車に乗せ三時古町へ着し例の如く荷物は荷車に載せて従卒が引き
将校は腕車で勧善社へ収容された、将校の内訳は海軍二十名、陸軍二十六名で海軍大佐１セメーノフ以下大佐三名、中佐五名、尉官三十八名だ

第十八回旅順俘虜着
松

又二十二日午後零時二十分入港の第二扇海丸が輸送して来たのは下士一名、卒二十九名で二等看護長浅原利吉氏が引卒上陸の上右の麻生中尉、安
井軍医に引渡し仝じく二時三十五分発列車で古町下車、バラックへ収容されたのが四時二十分頃であつた

１ 陸軍大佐の誤りでは？
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巡査に抵抗す（俘虜
傷く）

山越俘虜収容所には先程まで勧善社に居た純粋の露兵が収容されて居るのだが由来勧善社組と云つたら実に度し難き奴ばかりで先には隣家を侵
して婦女を挑まんとし又多数で衛兵に抵抗し或は国旗行列の参加者に石を投じ、塀を破つて逃走を企てし等枚挙に遑あらず近くは無断外出して
ヘヾレケに酩酊し又遊廓へ登樓したるなんど言語道断の振舞するものばかりだが又しても茲に巡査に乱暴を加へ其末双腕に傷きたる椿事がある、
二十一日午後六時三十分の頃山越収容所中弘願寺に居る二名の俘虜が収容所区域外の蜜柑畑に出て居たのを仝所警衛のため出張せる松山署の巡

査三浦芳平氏が認めすでに日も暮れて居るから体よく説諭し帰所を促した処彼等は何だかブツブツと不満らしき面色ありしも然も其儘連れられ
て山門を入つたが二名のうち一名のチモフレ、ニスコロードフ（二十四）と云ふは矢庭に振返りさま平手で以て仝巡査の頬部を眼の端からかけて
撲つたので不意を打たれた三浦巡査は何かは以て堪るべき眼眩んでヨロヨロと仰向に倒れたのをチモフレは尚ほ飽足らず倒れた巡査に飛かかり
尚ほ乱暴を続けるものから巡査も今は堪兼ねて組んづ縛んづの格闘が始まつた、処がチモフレは不都合千万にも右手で巡査を殴打しながら左手で

洋剣を奪ひ取らんとし巡査は渡さじと防ぎ戦ふうちに終に件の洋剣鞘走ると共にチモフレは左腕肱部と右腕の上とに傷けられた、チモフレはモウ
叶はぬとは思ふたが尚ほ力限り仝巡査を突飛ばして疵口抑へて室内に逃げ込んだので巡査は本属署及び収容所へ此事を告げ夫々取調に着手した
がチモフレは直に応急手当を受け即日バラック病室へ入院治療中である、十日間位で全治するだらうとのこと、又三浦巡査も数ヶ所の打撲傷及び
擦過傷を被むつたとのことである

M38.01.28 第二十一回旅順俘虜
着松

予記の通り第一扇海丸は佐官二名、尉官二十四名、従卒廿六名を乗せ、第二扇海丸は佐官三名、尉官二十三名、従卒二十五名を乗せて二十六日午
後一時半頃相続いで高濱に着し前者は田中歩兵曹長、後者は大西騎兵曹長が引卒上陸して森川中尉に渡し二時三十四分発仝四時頃古町へ下車、健
康者ではあるが全部城北バラックへ収容したのである

第二十二回旅順俘虜
着松

一昨日午後二時四十分御用船羽後丸は陸軍下士卒五十九名（何れも傷病者にして内一名重傷）を乗せて高濱に入り渡部三等軍医が引卒上陸しこれ
も森川中尉受領の上三時四十五分発列車に乗せ古町駅下車バラックへ収容した

大阪の痘瘡 大坂の俘虜収容所中濱寺収容所の[露]兵三名が天然痘に罹つて治療中とのこと一昨日仝所より当地へ電報で通知があつたので松山収容所及び警察

部では大に戒めて居る様子だ、なかなか油断はならぬわい

赤十字社支部を観る 目下雄群村収容所に収容中のペートル、シエレブオクといふ大佐は二十六日県庁前を通行中赤十字社支部のあるを見てどうか内部を見せて貰ひた
いと守衛の兵士を介して申し込みたる故早速其縦覧を許し事務所及び楼上等を観せたが彼は種々の写真が掲げあるのを見て大に喜び激賞して立

去つたが残念なるには通訳がついて居らぬので如何の点に感じて賞めたものやらさつぱり判らなかつたさうな

M38.02.01 痘瘡発生 西堀端町勧善社収容所に居た俘虜兵卒一名は痘瘡の疑ひで廿八日バラック内伝染病室に移されたがいよいよ痘瘡と診断され勧善社は仝日以後一
般交通遮断となつた、バラックには尚他に疑はしいのがあるとのことだ

第二十三回旅順俘虜
着松

下士四名、卒十八名計二十二名の俘虜患者は三十日土用丸で高濱に着し例に依つて例の如く伊予鉄列車で古町駅下車バラック病室へ収容を終つた
のが午後八時四十分の頃であつた

窃●卒の出獄 公会堂に居た俘虜従卒セミヨン、ペレワロフと云ふのが窪田の酒保でビール二本を窃取したことは当時の紙上に載せたのであるが彼は其後高松監

獄の苦役に服し期満ちて二十八日出獄したので当補充大隊より派遣の森下上等兵は仝地警察署より彼を護衛して当地へ帰り其翌日第一回監視を
松山署で受けたさうな

俘虜逃亡予防 当補充大隊にては二十八日以後毎夜午後七時半より翌暁四時半まで一時間半毎に三組の斥候隊を第三中隊以下各中隊より交番に派出し各方面俘
虜収容所の四邊を斥候せしめ夜間斥候勤務演習を兼ね俘虜の脱柵逃亡に備へることにした、該斥候隊は下士若くは上等兵一名及び卒二名より成り

向ふべき方面は左の三区である
甲 山越、一番町、バラック
乙 大林寺、勧善社、妙圓寺、妙清寺、公会堂
丙 法龍寺、正宗寺、雄群収容所
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通訳来任 陸軍通訳官和田三郎、内藤●●、島田襄、久保竹三郎、檀貞●の諸氏は当地の俘虜収容所附を命ぜられて今度着任し和田、島田両氏はバラック附
を命ぜられた

長崎のおたき 以前松山へ来たときに詳しく其素性来歴を記したことのある公会堂収容砲兵二等大尉２エツガルトの妻、長崎市梅田町浦田おたきはいよいよ収容

俘虜の妻として松山市居住を許され二十八日其母と共に来松して萱町一丁目へ一家を構へることゝなつた、でエツガルトは今度おたきのために一
揃三百五十円の真綿入絹蒲団を湊町の志保重呉服店へ誂へたとは人の話

M38.02.02 日本好の一年志願兵 妙清寺収容所に居る従卒のうちに一年志願兵で二等軍曹の階級にあるウヤチエスラフ、レツキーと云ふのがある、彼は露國首都の生れで中学を卒
て大学に入りしが中途退学して莫斯科に行き電信技手を勤むるうち逓信省からの命令でハルピンに転じ勤務して居たが開戦後更に旅順へ転任の

命あり同地にて一年志願兵を志願し合格して乗馬捜索隊に編入されて居たのださうな、彼は余程の日本好きで又た自国の将校が余りに傲慢無礼の
を憎み可成事務室の方へ来て収容所の事務を手伝はして呉れと云ひ収容所でも彼が文筆を能くするを利用し露文を用うる文書など書かせて居る
が仝所には今一人大阪の第五回博覧会を見物に来たことのあると云ふ兵卒で●々の日本好があり此二人は互に競ふて事務を助けて居るげな

俘虜新来 旅順に於ける俘虜患者五十余名は昨日午後新たに来松バラックへ収容せられた筈である、因に開城の結果投降せし俘虜将校は全部収容済にあつた
のださうで以後はモー傷病者のみが来るのである

又痘瘡発生 勧善社に痘瘡患者を発したことは前号紙上に載せて置いた又々出淵町収容所に収容中の海軍将校一名は一昨日仝病に罹りバラックの伝染病院へ

送られた、因に勧善社の仝患者を兵卒としたのは聞違ひで東部シベリヤ狙撃歩兵第二十六連隊附中尉カジミール、エレブル、セウエスキーと云ふ
将校である

消毒法と種痘励行 右の如く出淵町収容所に最も怖るべき伝染病たる痘瘡が発生したものだから仝所は勧善社に於けると同様一般交通遮断を行ひ且つ厳重なる消毒
法を行ふた、又此際其蔓延を防ぐため俘虜全体へ種痘を行ふ筈で東京へ痘苗の注文中である、尚ほ何人に限らず未だ種痘を受けさるもの収容所へ

出入することを禁ずる由

七歳の少年少女 俘虜将校の連子で七歳になる公会堂に居たセシヨンと呼ぶ少年と大林寺に居たイワノフと云ふ小女３は今度一番町宣教師ブライアン氏が其教育方
一切を引受けることゝなり三十日之を引取つたが爾来ブ氏の令嬢令息と中よく遊んで居るとのこと

M38.02.04 バラック通訳の多忙 バラックには一昨日現在健康者大佐以下将校百二十四人、下士三人、兵卒百二十一人と傷病者中佐以下将校五十七人、下士百六十四人、兵卒千二
百三十名といふ夥多なる俘虜に対し通訳官が比較的寡少なる為め事務頗る多忙にて日々通訳官の処で扱ふ書類は数百通もあり到底扱ひ切れない
から毎夜殆んど徹宵して●●に従事して居るさうな

新収容所開設 山越収容所中法華寺は三十一日より開設し来迎寺、浄福寺の二ヶ所は昨日より新たに開所した

俘虜将校の妻子来る 予て本紙の記したる旅順投降俘虜将校の妻子五名は松山に向ふべく一昨日長崎を発したから昨夜来松した筈だが都合によれば今朝になるかも知
らぬ

２ 工兵二等大尉の誤り。
３ エブゲニアのこと。
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俘虜現在数 左は去月末日現在数にして其後下士兵卒五十名の収容ありたれば今日の総計二千九百四名である
収容所 大佐 中佐 一等大尉 二等大尉 中尉 少尉 準士官 計 下士 卒 合計
公会堂 … 四 九 一〇 一〇 一九 二 五四 一 四一 九六
一番町 … … 四 三 七 一一 一九 四四 … 三一 七五

出淵町 … 二 二 七 … 一三 … 二四 … 一三 三七
勧善社 … … 一一 九 七 二五 … 六二 五 七一 一三八 ※小計が十名多い
大林寺 … … 一二 八 一〇 二六 二〇 七六 三 六〇 一三八 ※合計が一名少ない
妙清寺 … … … 三 四 二九 … 三六 三 二三 六二

妙圓寺 … … 三 四 五 二 二 一六 … 一六 三二
法龍寺 … … … … … … … … … 七二 七二
正宗寺 … … … … … … 三 三 一三 一〇三 一一九
雲祥寺 … … … … … … … … 四 一四二 一四六

長建寺 … … … … … … … … 三二 一二〇 一五二
弘願寺 … … … … … … … … 一二 八三 九五
法華寺 … … … … … … … … 二 三 五
不退寺 … … … … … … … … 七 六三 七〇

雄 群 八 一三 一 一 三 一 … 二七 一 三二 六〇
バラック 一 一八 一四 四三 二五 六二 一八 一八一 一六九 一二一〇 一五四二 ※合計は一五六〇人になる
総計 九 三七 五六 八八 八一 一八八 六四 五二三 二四一 二〇九〇 二八五四
右の内患者 … 二 一〇 一一 一三 一六 五 五七 一六四 一〇〇九 一二五○

外に衛生部員五名、小児一名（小児は三名なりしも二名はブライアン氏に預けたること既記の通り）

仏人の商業 神戸に居る仏国の某商人は今度松山市に於て雑貨、酒類其他の店を開くさうで過日●ンバレフと云ふのが来松したのはツマリ其準備であつてすで
に湊町四丁目へ家を借りたと云ふことぢや

M38.02.05 俘虜患者来る 旅順俘虜中の患者九十五名（内三名重傷）は昨日午前十時宇品発午後四時頃来松して城北バラックへ収容せられたが中に殆んど全治した八十名の
伝染患者が居つた筈である

解放大学生の出発 既記の通り４今回解放の特典を得た大学生クプチンスキー及び其従者で巡査のチヒンと称する二人は一昨日午後来松の仏領事フオサリユー氏に引

渡され仝六時四十分松山発の列車で神戸に向ひ出発した

来松したる俘虜将校
の家族

昨紙記載の如く旅順で所謂名誉の捕虜となつた陸軍大尉ケンメルマンの妻カラビヤと同人の娘アバリナリヤ（十八歳）とで一人は同じ運命の下に
捕虜となつた陸軍中尉グリンスキーの妻マリヤー旅順開城の後夫の跡を追ひ長崎に来て稲佐に滞留すること凡そ十五日同地●●崎警察署の通訳

●津梅吉氏と警官の保護を受けて各其夫や父に会ふべく広島を経て一昨夜半乃ち四日午前零時四十分松山に到着し一応松山警察署へ出頭の上取
り敢へず三番町の城戸屋に宿泊した、昨四日は午前十時過から仝通訳と共に松山署に出頭し天涯万里の孤客となつた妾●を保護し及び妾等をして
思ふ夫に合はして頂きたいと願ひ出た、松山署では保護のことは一切承知した又た面会のことは俘虜収容所本部へ行つて願ふがよいと云つて返し
たから一行は夫より収容所へ出頭し挨拶を述べ何かの事を願出たのであつた、而してケンメルマン大尉は勧善社収容所に居るのだが目下痘瘡[予
防]の為め交通遮断中でグリンスキー中尉は風を引いたとかでバラック収容所に居る筈である、尚ほ今長崎に居る大機関士の家族も●津通訳が●
崎●●来松するさうな

４ 大学生クプチンスキー解放に関する記事、コピーなし。
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M38.02.07
(第号●●附
録)

（俘虜将校の遊廓登樓に関する記載あり、コピーなし）

M38.02.08 ミルスキー等の●刑 一度ならず二度までも松山俘虜収容所を逃れんとして遂げざりし騎兵中尉ミルスキーは去る三十日第十一師団軍法会議において有●●刑十五年
に申渡され又た共謀者たる海軍士官候補生ツイガセフは重禁錮十一年に、其他四名は各軽禁錮一年に申渡があつて六名とも高松監獄へ収檻せられ
たさうな

俘虜将卒新たに来る 俘虜将校八名、従卒八名は昨日午前九時玄洋丸で宇品を発し午後一時頃高濱着当地へ収容せられ又患者二十五名は本日午前十時仝所発の樺太丸で

来松する筈だ

俘虜将校の妻子等 に対しては松山警察署が当初より充分の保護を与へて居るが何分言語が通ぜぬ彼等に●いて来て居つた[梅]香崎署の[梅]津通訳は●●帰●したも
のだしから通弁に事をぎり事に●●●●を生ずることは免れぬ様子である、だが彼の[カラビヤ]が可なり英語を能くするので本県警察詰●●通訳

が通弁して●●ながら用を充たして居る[さうな]、[松前]町へ借らうと云ふ家は二軒一緒で●●●●●一軒で借りては広過ぎると云ふので●●●と
なり今尚ほ城戸屋に泊つて居る

●将校の買物 到着早々の様ではなけれど相●●●将校等の買物は盛んである、が松山商人の●●●●●を云ひ値切れば負けると云ふ弱点を●●●つけられたか

ら此筋は何を買ふても二割●●●なりを値切つて居る、だから正札●値な●●●矢張●値切つて負けなければ買はぬと●●●にして居るらしいが
是皆商人の方が悪い●●●●●仕方がない、又中には自分で買ふと●●●●●●●●●●坊さんなどに頼んで望みの品を買つて来て貰ふたりして
居るとは松山商人の信用のなさ●●実に●●●いでことはないか●●けれども昨今は大分商人側でも考ふる処がある様子だから今に彼等に安心
を与へ値切らずに買ふ様になるだらう否な是非然かせねばならぬことである

M38.02.10 炊事当番の同盟罷工 露國内地の叛乱が伝[播]したのではあるまいがバラックの炊事係りの俘虜一同が一昨日同盟罷工をやつたので一昨大に混[雑]した●[仝所]にはコ
ツク長をして居つたものとあればコツクも沢山あるので其もの等に命ずるも何れも皆●●●に進んで炊事に従事したので別に差支へる[様な]事は
なかつたげな

俘虜将校の遊廓登樓 妙法寺収容所の将校七名が去る五日一番町収容所の将校に面会に行つた帰●其内三名消えて失くなり捜索の結果道後で●●したことは七日の附
録に載せて置いたが今其●●の模様を聞くに仝日午後二時頃であつたとさ道後松ヶ枝町遊廓の貸席鮒屋樓へ三人連の俘虜が遣つて来てビールを
飲ませと云ふから仝樓にては●●警察へ密告すると同時に禁●策として[命]ずる●●ビール二三本を出したところ彼等は蜜柑を●●●●●が廻る
と教へもせぬに各々畏●●●●へ這入り込み頻りに女を呼んで呉れよ●手真似で望んで休まなかつたさうな、斯て道後●●では密告を得て直に二

名の巡査を派し且つ●●で松山へ照会すると松山では今や其行衛を●●居る最中だから扨こそと収容所より森川中尉●●●に出張し警察の手よ
り受取つて松山へ引連れ帰つたのは午後四時頃であつたとさ、処が彼等●妙圓寺収容所へ帰り委員の尋問に答ふるやう此[日は恰かも]自分等が連
隊の祝祭日に相当するから一番町へも往たのだが斯る日だから特に自由を与へられたるものと思ひ道後温泉に入りたくなつて[道後へ]往たら急に
酒が飲みたくて堪らず湯の前で●●●●●と云ふて居ると或る老人がビールが飲[みたくば]此上へ行くがよいと松ヶ枝町を教へて呉れたものだか

ら這入つて飲んだまでゝあるが今考[へて見ると成]ほど悪いことをしたと言訳をして居るさうな

●●●●気質 露國将校と兵卒との間が極め●●●●●も長官たり部下たる情がなく比々皆●●●主義なることは毎々記す処であるが茲に●●●●気質を遺憾
なく表現●たのはツイ先日[妙清寺]収容所の俘虜将校と及び其従卒とが演出し●●●●である、仝所に在る某将校の従卒は他の●●●●際誤て椽

より墜落し足部へシタヽカ●●●●●を受けねば到底堪えられない、けれ●●バラックへまでは歩いて行けぬ、車に乗らう●●●●一銭もないと
云ふので監督委員麻生中尉●●●●将校を呼んで只今斯々の次第だ●●●●を出して遣るがよいと云ふと先生は色を●●●●●、何も自分は彼の
車代を出さ●●●理由を認めぬ彼は勝手に戯れて負傷し●●自業自得である、自分は百円札は持つ●●●●如く●た金は持つて居らぬ、自●●●
●●に●まなくても好いから●て彼●●●●●●●●●●●中尉の忠告を聞かずに●●室へ帰つて●●、仕方がないから中尉は若干の金を件の従

卒に与へ人力車に乗せてバラックへ診断に遣つたのであるが何ぞ而らん一文なしだと云ふた従卒は多分の金を所持して居り現に其車賃も自己の
所持金で支払ふた、ツマリ●●ダヾを捏ねて其主人から幾等かセシメやうと計つたのであるとは今更ながら聞いて呆れる話ではないか
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将校の収容に就て 俘虜将卒中海軍と陸軍との軋轢が甚だしいことは屡ば記したが同じ陸軍でも兵種に依つて親●あり且つ歩兵同士でも連隊が違ふと互に素知らぬ
風をして居ると云ふのは露國一●の日本で真似の出来ぬ習慣さうなのであるから其筋でも可成同一連隊の将校は同一収容所へ収容する方針を執
るとのことで目下計画中らしい、バラックの健康将校も何時までも同所へ置く訳に行かぬから近々是を市内の寺院へ出すと同時に右等の事情を斟
酌し[等統]を考へて塩梅よく配当の上収容することになるだらう

一昨日来着の俘虜 は既記の通り患者二十五名であつて樺太丸に●●午後一時四十分高濱着港●●中尉、八木通訳等が受取つて三時●十分発の●●汽車に乗せ古町駅
下車、四時バラックへ収容を終へたのだ、而して其内訳は軍曹八名と兵卒十七名とで三名が海兵、二十二名が陸兵、又重傷者が二名で他は皆軽傷
者である

稲佐お栄等の来県 稲佐のお栄と云へば日露戦争と共に一層其名を揚げ●長崎●浦上淵町大字半戸屋道永エイ（四十六）は娘おチヨとおチヨの亭主道永逍次（●十四）
と仝町の浅見テイ（●十七）及び長崎商業会議所●会長●上半蔵、仝市会議員●●●●●に雑貨商本田●三郎の七人連れで一昨日午後零時半高濱
着の連絡船那智川丸で来県し一時二十五分発上り列車で道後に入り午後三時頃鮒屋旅館に投宿した、彼等は自ら当地収容の俘虜慰問並に其待遇視
察と揚言し居れる由なるも其実は当地で一商売始める為に来たのださうな

俘虜将校の無礼（六名
の営倉入）

由来旅順の俘虜と云へば●●名誉の降服を鼻にかけて傲慢無礼の挙動ある由往々見聞する処であるが一昨日午後三時頃であつた雄群収容所に於
て如く５旅団長岡部少将が河野委員長と共に出張し新任披露を兼ねて一場の訓諭を与ふべく俘虜将校一同に出でゝ整列する様命じた、処が其多く
は直に命に従ひしにも拘はらず陸軍将校及仝相当官六名は之に従はざるのみか無礼千万にも衛戍司令官たる岡部少将に対し侮辱ヶ間しき言辞を

弄したるより河野委員長は彼等を●責し命に従はざりし科によつて直に六名なが●引し補充大隊内営倉へ監禁した、同収容所の海軍将校等は陸軍
将校が馬鹿な口上をつぐねるのを聞いて大に笑つて居たさうな、因に記す昨日は科[日]として各収容所俘虜一同の外出を禁じたのであつた

取締巡査増員 俘虜取締の国庫支弁巡査は従来二十名の処来る十一日から十五名を増して三十五名とするそうな

M38.02.11 ●手足交付 バラック収容中の兵卒にして手又●●を切断したるもの七名に対し去八日恩賜の義手足を夫々交付された

●●患者の経過 痘瘡患者三人は爾来避病室に収容して療養中であるが何れも軽●であつて経過は頗る良好であるとは何より結構な事である

●●俘虜の来着 傷病俘虜六十五名は昨日午●●●宇品を発して高濱に着し午后二時に松山城北のバラックへ収容した筈である

俘虜将校夫人等の借
宅

アバリナリヤ、アラビナヤ、マリヤと従卒十一名、小児一名は愈々松山●●町に家を借りて九日移転したそうである

●●された将校 雄群収容所の俘虜将校六名が松山衛戍司令官岡部少将に対し不礼言行を敢てしたる顛末は昨日の本紙へ記した通りであるが其●●されて今営倉
内に在る将校氏名は左の如し
中 佐 ワシリー、ワシリーウイツチ、ベレシンスキー
仝 アレクサンドロウイツチ、ロマイフスキー

仝 ステパノウイツチ、チサブルコーフ
一等大尉 ミハイル、プザーフ
二等大尉 リユドーウイツチ、ゾシウインドウ
文 官 ウフジスラ、アダリベルトウイツチ、ザゴロフスキー

５ 記事のコピーなし
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俘虜の入れ替へ 前々号記載の如く松山各収容所の俘虜は可成隊別兵種別で収容することになり去十日其入れ替へをした其個所は左の通りである
一番町収容所に収容せしは歩兵第十三、第十四、第十五、第十六、第十七連隊、旅順要塞地雷隊歩兵第四十二中隊、ザバイカルスキーコサック
連隊の将校▲正宗寺は関東要塞連隊歩兵第二十六連隊所属将校▲妙清寺は妙圓寺収容中なりし将校悉皆及勧善社収容所の東部西比利亜狙撃砲
兵第四旅団、歩兵第七連隊所属将校▲出淵町収容所は勧善社より海軍大尉及小機関士一名を入れ▲公会堂収容所は現在将校（臨時少尉及準士官

を除く）及第二十五連隊予備歩兵第●大隊歩兵第十三連隊（二等大尉クイエーフスキー及ルヤーポフ）、十五連隊（二等大尉パルジンスキー及
中尉ダニーウフスキー）、関東要塞連隊（砲兵大尉ヂーデレヤロフソン）▲雄群収容所は海軍佐官を大林寺に移転せしめ大林寺より一等大尉六
名、公会堂よりホニワール外二陸軍佐官▲大林寺収容所は海軍佐官及尉官六十名及同相当官▲妙圓寺収容所は勧善社及病室より海軍将校の残部
▲勧善社収容所は妙清寺収容所の臨時少尉及準士官を除き其他の臨時少尉準士官及タケーフとパノーフ

ツマリこれでバラックに居た健康将校及び従卒を市内の各寺院へ割附したのである

M38.02.14
(第●●号附
録)

十一日来着の患者 旅順の負傷者で俘虜となつた下士六名、兵卒二十六名は十一日午後宇品からロセツタ丸で高濱に到着し例の如く受取の委員に連れられて三時古町
駅に到着したから直ちに担架其他でバラックへ収容した

十二日来着の患者 旅順の負傷将校三名下士兵卒七十三名は十二日午前九時横濱丸で宇品から高濱を経て午後一時古町駅に到着したから之れも同じく直ちにバラッ
クへ収容した

負傷者の来着 旅順の負傷者五十九名内将校一名、兵卒五十八名は十三日午前九時宇品を発して東栄丸で二時頃到着し例の如く高濱に到着し例の如く松山バラッ

クへ収容された筈である

M38.02.15 稲佐お栄の一行 既記の如く稲佐お栄の一行●八日午後来県道後湯之町鮒屋旅舘に入つたが商業会議所副会長と市会議員と雑貨商とは其後魚町高地屋へ転じ他は
依然同所に居残つて居たが爾来制服を着けた憲兵巡査が旅館の内外に在りて常に其身辺を離れぬと云ふ処から彼は俘虜を慰問もせねば格別外出

もせず又訪問者も少く十二日は午後二時頃より安藤知事を其官宅に訪問一時間余りも談話し十三日午前十一時三十四分道後発の列車で養子の鉄
次娘のおチヨび下女おテイを伴ふて長崎へ帰途に就いた

俘虜下僚の苦悩 雄群収容所の将校六名が暴行を働き営倉に入れられた事は已記の通りであるが其結果各収容所とも去る九日以来俘虜の外出を禁じられて居るが
右に付其下僚のものゝ苦情を聞くと斯うである、凡そ下僚のものが不都合あれば上官其の責を引くは普通であるが上長官が不都合を働いたのに下

僚のものまで其責に任ぜねばならぬとは随分迷惑な話しだと呟やいて居る

伊太利商人の出稼 横濱在留の伊太利商人ベンチシー氏は俘虜将校の注文を受けてオツカと云ふ[強]い酒を六ダース計り持つて松山に来た、仝人は尚ほ注文を取つて
ドシドシ儲ける積りだと云つてゐるそうだ

一昨日来着の俘虜 前号略記の如く十三日午後三時四十分汽船東英丸は健康俘虜少尉補エルゲニ●ルドヒツコ及び患者下士卒五十九名（内病者四十一、傷者十八）を
乗せて高濱に入港し俘虜将卒直に上陸すると委員平川中尉が之を受領し五時二十分発の汽車に乗せて松山に上しバラックへ収容したのである、こ
れは三家●附近で捕獲されたる●●で少尉補は男爵の大学生だとのことだ

妻子の怨言 二番町へ家を構へた俘虜将校の妻●●は一昨日収容所本部へ赴き河野委員長に面会して●共は家を設けて其夫其父の来る日を待てど爾来一向に
訪問して呉れぬが何故来さして下さらぬとの怨言を呈するのでイヤ夫は斯々外出禁止中であると申聞かしたら怨めしさうに河野大佐を見上げて
ドウカ一日も早く会はれるやうにお●成●と願つたげな

第三回６俘虜還送 バラック収容中の癈疾者で義手足の恩賜を受けたもの六名と衛生部員五名並に●●一名都合十二名は今回本国へ送還さるゝこととなり近日出発
するさうな

第三回俘虜転送 松山収容中の俘虜将校百名を名古屋へ、下士以下二百名を福知山へ転送することになり来る二十二三日頃出発さすさうな

又たしても俘虜の乱
暴

山越第一収容所の俘虜兵[卒●名]は一昨日午後二時の頃多量のアルコールを●しシタヽカ酔ふた揚句が管を巻くのみか衛兵●監督委員の説諭を聞
かず暴行を始めたものだから●●大尉は宥めつ●しつ之を制したけれど一向●●益す荒れ狂ふ処から已を得ず三名を後ろ手●●●管内の営倉へ
拘禁したとのこと

６ 第二回では？
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M38.02.16 十四日来着の俘虜 旅順の俘虜負傷者陸軍下士四名、兵卒三十二名、水兵一名は一昨日午後第二扇海丸で高濱に到着し例の如く汽車便で古町駅に送り直ちにバラック
へ収容した

仏国商人の商買 神戸市下山手通四丁目に居留する仏国商人ドンバルフ（五十一）は玉田松之助といふ男を連れて十四日来松城戸屋に投宿中であるが軈て俘虜を目

当に一商売するそうである

僧侶の外出 バラックに抑留中の僧侶ジミトリ、イワノウ井ツチ、トレソウヤトスキーは昨日より独立外出を許されたさうな

仮痘に罹る 曩に●痘患者を発したことのある出淵町収容所に居た海軍大尉ワーエル、テリエウイチ、ポステリニコーフ７と云ふは種痘を受けた四日目の一昨々

日痘瘡の気味だから診断を受けた処仮痘と判然し仝日バラック病室へ入院した

祈祷に臨む 露國の宗教程祭の多いことはなく冬から春へかけては殆んど毎日の様に祭典をするさうだが現に一昨日も城北バラックで何とか云ふ祈祷祭を行
●一番町収容所なる第十四連隊将校一同之に参列し昨日も亦た公会堂収容の将校一同バラックの祈祷に臨んださうな、でこれをダシにして禁足中

の足伸しに市中を歩く将校をチラホラ見受けたのであつた

俘虜患者大に来らん 前号記載の如く松山の将校百名、下士以下二百名を近日名古屋と福知山へ転送することになつたのはバラックの患者で全治したのを多数に退院さ
すからでバラックへは似島に居る将校以下数百の患者を来る二十五六日頃に収容するのである、転出する将校は重に少尉や少尉補だと云ふことぢ
や

広告 卒業生及ビ本校ニ関係アル諸君ニ告グ
来ル十九日（当日雨天ナラバ二十六日、仝日雨天ナラバ二十七日爾下順延）本校運動場ニ於テ春期運動会開催致候間御●合シ●参●相成度候也但
名刺御持参相成度候

明治三十八年二月十六日 松山中学校

M38.02.17 真性痘瘡とある 前号に記載した海軍大尉ボステリニコーフは出淵町よりバラックへ送られ治療中であつたが一昨日の診断で真性疱瘡と定まり出淵町収容所は同
日厳重なる消毒法を行ふと共に再度の交通遮断を行ふた

妙圓寺と華族 萱町二丁目の妙圓寺収容所は華族に縁があると見えて先には陸軍将校で公爵の大佐や男爵の一等大尉が収容してあつたが８先日是等華族将校が雄
群収容所へ転じたと思ふと其跡へ来た（バラックから）海軍将校中には公伯男と三名の華族将校が居る、之れは公爵ヂミテリー、マーリチンと伯
爵コンスタンチン、ベンチンドルフと男爵フロトコフ、フエシエリーとで何れも少尉である、因に記す露國の華族は公伯男の三通りで公爵も子爵
もないのである

砲兵将校の惜別 先日の入れ替に妙圓寺から転出になつたのは旅順要塞砲兵連隊の将校であるが彼等は妙圓寺収容中監督将校東中尉がいと親切にして遣つたので
一同に中尉を慕ふ念慮より転出にあたり交る交る中尉に惜別の挨拶し自分等は貴下と離れるのが実に残念で堪えられぬ聞けば貴下には近日出征
さるゝさうだが戦地は極めて寒気が強く自分等は此毛皮の服を着て居るが此れですら尚ほ堪え難きほどであるまた満州の寒を知られざる貴下は

能く心して凍傷病に罹られざる様注意さるべく若し無事に貴下が戦地より帰られた時尚ほ我等が当地に居た様ならば何卒一度面会に来て貰ひ度
く又戦地より直接貴下の郷里（高知）へ帰られたならばハガキで宜しいから一寸知らして戴きたい、戦争と云ふものは新聞で見れば壮烈なものだ
けれど実際は余ほど悲惨なものであるから其お積りでおいでなさい、又我々は貴下が今日までの親切に対し敵対の気は少しもなきのみならず我々
の兄弟も亦た之と敵対はしたくないからどうぞ我々の兄弟の居らぬ方面へ向ふて貰ひたいなど得意のお世辞を述べて居た、イヤお世辞のみではな

い心から別れを惜んで居たさうな

M38.02.18 松山俘虜収容所 は新定の法律に依つて昨日より独立官庁となり河野大佐所長に、井上憲兵中尉羽鳥輺重兵中尉等所員に夫々任免せられたそうな

７ リユーリツク号乗組の海軍大尉バハテリーニヨフのこと。
８ 「此大佐中には侯爵チヘイゼエー、男爵ゲイーキンの両華族あり」（『海南新聞』M38.1.21 記載）。
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俘虜現在数 一昨日の現在数は次の通りである
将官 佐官 尉官 下士 兵卒 合計

公会堂 … 四 四三 一 四五 九三
出淵町 … 三 二〇 … 一四 三七

勧善社 … … 九八 四 五八 一六〇
法龍寺 … … … … 八二 八二
雲祥寺 … … … 五 一四二 一四七
正宗寺 … 四 四九 三 三七 九三

一番町 … 一 四七 二 三六 八六
妙清寺 … … 四二 二 三三 七七
大林寺 … 九 五五 一 五八 一二三
妙圓寺 … 一九 三七 … 二三 六〇 ※合計は七九人になる筈

雄 群 一 … 三一 … 四九 九六 ※合計は八一人になる筈
長建寺 … … … 二二 一二二 一四四
弘願寺 … … … 一一 八二 九三
不退寺 … … … 七 六〇 六七

法華寺 … … … 一五 六六 八一
来迎寺 … … … 一七 一〇九 一二六
浄福寺 … … … 七 四六 五三
バラック … 五 六八 二二〇 一四〇八 一七〇一

計 一 四五 四九〇 三一七 二四六六 三三一九
内患者 … 四 六一 二二〇 一三一九 一六〇四
外に衛生部員五名、小児三名（内二名は収容所外）

俘虜大佐の昇進 雄群収容所に居るセミヨノフてふ侍従武官の大佐は松山に居る俘虜中の高級者であつて品行方正な将校だから先に独歩外出を許されたのである
が今回陸軍少将に任ぜられた趣露國政府より俘虜情報局を経当収容所へ通知があつた

俘虜新来 俘虜将校一名及び下士以下百〇七名の患者は大連より直航した病院船弘済丸で一昨日午後五時三十分高濱に着したが同日は上陸を見合せ昨日午
前九時より上陸、又宇品発第一太孤丸で将校一名、下士以下五十五名の患者は昨日午後一時頃高濱に着し共に伊予鉄列車に依り例の如く全部バラ

ックへ収容された

収容所増設 昨日より更に山越龍穏寺に俘虜収容所を開設し浄福寺、来迎寺、龍穏寺の三ヶ寺を山越第二収容所（第一収容所は弘願寺、不退寺、長建寺、法華
寺の四ヶ寺）と称することにした

警備隊交迭 既記の如く松山収容俘虜の警備には新設の臨時国民歩兵大隊が之に任ずることゝなり昨日従来の警備隊たる後備歩兵第四十四連隊と交迭した、で
昨日は本部び各収容所とも頗る多忙の様子であつた

M38.02.19 一昨日来松の俘虜 は先着の分がコサツク騎兵一等大尉アレキサンドル、エゴーロフと傷病下士十四名、卒九十三名、計百八名（重傷五十八）でこれは旅順と沙河と

の混合だが大尉は沙河の捕虜ださうな、又後着の分は旅順に於ける分で中尉のウラジミル、マエドローフと其従卒が健康者、他は傷病の下士卒五
十五であつた
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外出を許さる 岡部旅団長に対し不都合を働いた為め爾来禁足中であつた一般俘虜は昨日と今日は試験的一は監督将校更迭のため送別の意で各収容所とも正午
より前監督将校引卒のもとに夫々外出散歩を試みた、成績によつては又直に外出止になるかも知れぬ、で昨日は公会堂は岩堰、妙圓寺大林寺は郡
中、妙清寺は城山、其他は道後方面[へ]出たから道後の繁昌甚だしく午前中の模様では●俘虜五百内外の見込であつた、又勧善社は高濱に行く筈
であつたが正午より僧侶が来るので急[據]沙汰止になつたげな因に記す営倉拘禁中なりし雄群収容所の将校六名は何れも一両日前放免帰所を許さ

れたさうな

M38.02.21 一昨日来着の俘虜 十九日にも亦た五十三名の患者が来着した、これは何れも旅順の俘虜で下士が六名、兵卒が四十七名、宇品発の汽船三吉野丸で午後一時頃高濱着
船例の如く汽車で古町へまで運び夫よりバラックへ収容を終へたのが午後四時五十分頃てあつた

解放俘虜の出発 既記の如くバラックに居た俘虜中の非戦闘員僧侶一名、衛生部員五名、癈疾者五名、及び大林寺に居た主厨一名は今回解放帰国を許されたので一
昨日帰神の神戸駐在仏国領事マルテン氏に引渡され仝日午後六時三十分高濱発の連絡船那智川丸で神戸へ向ひ出発した、故郷へ飾る錦か否か衛生
部員等は皆新調の衣服を着て出たが癈疾者などは注文が間に合はなかつたとかで着古したのを着けて居た、いづれ神戸で着替をするのであらう

他収容所の俘虜解放 今回の俘虜解放は我が松山のゝみでなく我政府は姫路、福知山、名古屋、似島の各地に収容の分も衛生部員又は負傷のため不具となりしものは総
て帰らすので其数松山のを加へて都合二十九名である、これは二十日に兵庫県へ集め同海港検疫所において秋山陸軍省参事官へ神戸駐在仏国領事
等立会の上交戦中再び戦闘に従事せざる旨を宣誓せしめたる上仏国領事に正式の引渡しをなし同領事は便船にて上海へ送還する都合ださうな

運動会を観る 一番町収容所の将校、雲祥寺収容所の下士卒等は一昨日松山中学校で行はれた仝校生徒運動会を見物に行き正午過より終りまで熱心に見物して居
たが中々興味があつた様子で一競技毎に迭みに批評をして居つた

引続き外出 松山各収容所の俘虜は前号記載の如く十八、九両日は試みに外出を許され一昨日も前日同様新監督将校に伴はれ高濱、道後其他へ多●散策を行ふ
たが此両日の成績が好かつたので昨日より引続き従前の通り外出を許可されたさうな

M38.02.22
(第 8214号附
録)

当地の人は柔順な 久しく外出を禁じられて居た俘虜将校等は去る十八九の両日各所へ散策と出掛けた其中で郡中に往た組は両日共幾んど百名内外であつて伊予鉄
道は臨時に上等客車を三台も連ねて居つた、処で彼れ等が飲用に供する各種の洋●●ダスを酒保の某が持参し彩濱舘で日本料理でやつた、仝地方
へは余り俘虜兵が往かぬから見物人はドヤドヤと出掛けて混雑するので警官は始終附き添ふて之れを追ひ払ふても却々聞かぬそこで同行の通訳

官は彼等に対し気の毒に思ひどうも雑●であつかましかろといふて見ると彼れ等が曰くにいやそふでない却つて面白い外国人が入り込むと何処
でも珍らしがりて見物に来るものである我露國抔の田舎へ日本人等が来たものなら迚も迚もこの様な事では済まぬ甚しきは石を投げるやら棍棒
で打つやら大騒動が行くが此の地の人は只ドヤドヤと見に来る位の事でおとなしいから危険ない事はありません云々といふたげな

もふ護衛はいらぬ 予て彼れ等の往来には衛兵を付する事となつて居る処が彼れ俘虜等はこれを迷惑がりて何故我々を検束するか吾々は決して不具合はせぬと河野
委員長に申込んだ事があるが其際仝委員長はいやそふではないこれは通行中不都合をするものがありてはならぬそれを警備の為めに附するので
決して貴下等を検束するのでないといはれたから納得して居つたが我等は最早、土地の人にも慣れて決して危険なよふな事はないからもふ護衛は
いらぬとは某俘虜将校の談話である

少将以下三百名の転
送

予て本紙の記載した通り、松山収容所収容中の俘虜第三回転送９として昨日当地を出発させた、其人員は名古屋へセミヨーフ少将以下将校百名と
従卒百名、福知山へ下士以下百名で是等将卒は前日の命令により昨朝旅装を整へ各収容所より九時頃堀ノ内なる収容所本部に参集すると河野所長
から一場の別辞や申聞があり十時十五分古町駅発の別仕立汽車に乗て三津に下た、夫より汽船で大阪まで送る筈である、而して是が警衛護送を命
ぜられたのは名古屋行の方が藤田中尉に中村少尉、福知山行の方が渡邊少尉で河野所長や井上中尉も三津濱乗船場まで一行を見送つた

仏人の雑貨店 神戸在留仏人ドンバルフ氏は店長玉田松之助と共に滞松中であつたが愈廿日から湊町三丁目の唯ある店を借りて舶来雑貨店を初めた無論俘虜商
である

９ 「第三回」とは、いかなる数え方なのか。既に俘虜転送は、明治 37 年 7 月の丸亀転送（下士卒）を皮切りに同年 12 月の第一回・第二回名古屋転送（下士卒）、静岡転送（将校・従卒）
と回を重ねている。
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M38.02.23 第三回転送の俘虜 一昨日松山発名古屋へ転送したる俘虜将校は侍従武官少将ウラジミル、セメオーノフ、公爵大佐レオンチ、チヘイゼを始め一等大尉八人、二等大
尉七人、中尉十人、少尉廿一人、仝相当官一人、少尉補三十九人、特務曹長六人、銃工長一人、文官十二等二人、仝十四等二人、仝八等一人、計
百人、従卒百人で福知山の分は下士以下二百人であつたがこれを収容所別にすると

名古屋

将校 下士以下 福知山
正宗寺 一五 一〇 …
法龍寺 … 二 七
妙清寺 一八 九 …

公会堂 一一 七 …
長建寺 … 三四 五七
浄福寺 … 一四 …
弘願寺 … 二 八一

雄 群 二〇 一〇 …
一番町 七 三 …
勧善社 二七 八 …
大林寺 一二 一 …

雲祥寺 … … 四九
不退寺 … … 六

其収容船は第二十観音丸で一時四十分高濱を出発したのであるが仝船は二千七百噸の大船で船内の設備完全しそれに僅々四百名乗つたばかりだ
から随分ユツクリして居り何れも大喜びで解纜したさうな

俘虜新来 俘虜将校二名、患者下士以下三十三名は昨日午後一時頃第二扇海丸で、同じく患者八十名は仝日夕刻東洋丸で高濱へ着しバラックへ収容せられた
筈である

深夜外出 大林寺収容所収容の少尉フリツリヒ、ラデツキー、少尉補ウラジミル、コールコノフの二人は十八日の夜他の俘虜が寝鎮まつたのを窺●無断脱柵

し何処かで遊んだ後翌日午前零時三十分頃コツソリ帰つて己が寝所に入り何喰はぬ貌で居たのが知れて十九日の夜以来営倉へ入れられて居るさ
うな

生意気な科 雄群収容所に居る文官ガコローフスキーと云ふは過日出発の十二名と共に本国へ帰還する筈であつたのだが生意気にも過日岡部旅団長の命令に

服せず営倉へ入れられたほどの難物だから今回の解放に漏れたのださうな、これも身から出た錆で我身を悔より外に仕方なからう

軍曹の死亡 バラックに収容中の東部西比利亜狙撃歩兵第十二連隊一等軍曹ステパン、シヤクは腹壁膿瘍病にて一昨々日死亡し一昨日午后二時葬儀を執行し
た、因に云ふ仝所にて是れまでに死亡した俘虜は皆下士以下で将校は無いが其数は三十二名である

M38.02.24
(第 8216号附

録) 患者現在数 昨日現在バラックにある傷病俘虜数は将校五十四名、準士官三名、下士百六十二名、卒八百九十一人、合計千百十人で其内重症者が四百四十二人
である

一昨日来着の俘虜 は第二扇海丸で午后一時頃に着したのが健康一等下士二名、仝従卒二名、患者下士以下三十一名、合計三十五名であつて何れも旅順の投降者だが

米田少尉が受取つて二時三十五分発汽車に乗せバラックへ収容を終へたのが三時二十分頃であつた

第四回１０俘虜送還 バラックに抑留中であつた非戦員海軍大軍医以下衛生部員五名と僧侶との従卒六名も今回解放帰国を許されることになり本日午后一時の連絡汽
船で宇品を経て神戸へ送致するさうな

１０ 第三回なのでは？
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俘虜店の繁昌 当地俘虜に売るのを当て込んで此頃湊町筋には仏人が酒店を出すやら多数の長崎商人が来て店を張り露語を操る婦女が晴々して俘虜を呼び込ん
だりしてやつて居るが随分種々の小間物類が売れる様子を見受けるが道后にても二三のチヨツトした店を出して売つて居る長崎商人がある、処が
一昨日も其店に俘虜先生がやつて来て買ふて居るのを見るに意外に高価なものを買ふて居つた、其れは何かといふと小さな鼈甲の櫛一個四十円の
が四個あるを皆な買ふて仕舞つたのであつた、之れに由つても如何に彼等が贅沢なと云ふが判るでないか

水兵の脱柵 萱町二丁目妙圓寺に収容されて居る水兵某は二十一日午前三時頃ひそかに己が寝所を脱出で裏手北側の竹垣を乗踰え江戸町に出で某商家の戸を
トントンと打叩いて明けて呉れよと願つたが其店では露助の声と聞知りて明けたら必ず面倒だらうと取合はぬに彼は又其隣りの店を叩き起して
居る処を見張の巡査が認めて直に取押へ収容所へ引渡したさうだ其后取調の結果逃走の意志があつたのではないが密売淫が買ひたさに出たのら

しく彼は一昨日営倉へ入られたげな

M38.02.25 巡査の新兵 露國では丁年に達して口髯がないと殆んど一人前の人間の様に云はれぬ位ださうだがそは兎に角俘虜は将校と云はず兵卒と云はず十中の八九は
長し短かし髯を蓄へて居る、処が彼俘虜等は我が衛兵で無髯のものは大方新兵と思つて居るらしく兵士に向つてアナタは新兵かと聞くは好けれど
収容所附の巡査に対しても髯のないのを見るとアナタは新兵かと聞くげな、で収容所附巡査仲間では所謂彼等に巡査の新兵と見らるゝが厭さに此

程チヨコチヨコ生しかけて居るのがある

解放の俘虜卒 前号記載の如く非戦闘員の従卒をも今度宣誓解放せしむることゝなり昨日午前●じ三十九分古町発汽車で収容所本部の安原軍曹附添ひ三津に下
し久保田旅舘でフオサリユー氏に引渡し午后一時発連絡汽船で領事と共に出発した、彼等は神戸で其主人公に会し二十六日頃共に本国へ帰還の途

に就くさうな、而して其解放された連中は左の五名である
司祭助手 ヤコフ、モリヤーク
海軍大軍医従卒 イワン、メーゼン
陸軍々医従卒 イワン、リプコウイチ

仝 ヒヨドル、フワレーフ
仝 オケアン、ニシチユイ

正誤かたがた 前号に患者現在数を載せたが誤植があるから一応抹消する、一昨日の患者総数は将校一千五百二十名である、又水兵脱柵の記事中巡査が取押へた

様記したのは間違ひで補充大隊の斥候兵が捕へたのだとのことだから是も序に正誤して置く

M38.02.26 俘虜将校の妻 露國婦人フロラ、ペニツグは二十四日午後七時半長崎を発して松山へ志したとの電報が其筋へ来た、それは当地に俘虜となつて居る夫の将校に面
会の為だげな

誤つて味方を撲る なへて海兵は陸兵に比し柔順な方ではあるが夫でも往々こんな奴があるから困る、山越第二収容所中の来迎寺に収容されて居るリユーリツク号二
等兵曹ヤーコフ、シプノーフ（二十九）は二十三日午後七時五十分頃酩酊して仝所事務室に入来り不時受診を願ひ出たから監督助手の上野上等兵
が病者の処へ行て見ると左程重傷でもないから明朝のことにするが好からうと諭したに彼シプノーフ酔つぱらへる儘強て事務室へ行き管を巻く
から上野上等兵は取合はないで投つて置くと先生大に立腹し仝上等兵を撲る積りで大なる丼鉢を持ちピシーリ遣つたら思ふ敵ではなく仲間の准

士官ニキタアルダモーフと云ふものであつて左顔面へシタヽカ負傷せしめたから[衛]兵は彼を●縛して営倉へ送つたとのこと、撲られた男こそ飛
んだ迷惑と云ふべしだ
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篤志寄附 露國海軍大軍医アーウエー、シテンベルクは俘虜としてバラックに収容中の処過日解放帰国に際し其所持して居たる薬品（代価四百余円）悉皆を
赤十字社本県支部へ寄附したさうな

M38.02.28 俘虜将校の妻 及び其他の家族が夫の収容地に家を構へることを得る様になつて以来松山市へ来て家を持つて居るのは予て記した砲兵１１二等大尉エツガルトの

妻長崎市梅田町浦岡タキと其母、仝ケンメルマンの妻カラビヤと其娘アバリナリヤ、中尉グリンスキーの妻マリヤーと其子の三家族であるがカラ
ビヤとマリヤーとは同居して居るから僅かに二戸である、以前聞く処によると長崎には尚ほ四十人ばかりも松山へ来たいと云ふものがあつたらし
いが其後強て来る様子がない（新たに来た一家族のことは別項にあるから別として）のは彼地で松山の模様を聞くと夫婦同棲することが出来ぬか
ら来ぬので若し公然同棲が出来る様になつたら来るものもあるし又呼寄せせるから先づ夫れまでは本国へ帰つて居るが好からうと云ふやうな談

し合になつて居るのが多いげな、夫から又今日までに其筋へ願出て松山へ来たいと望んだ妻も多数あるらしいが取調べて見ると公然の夫婦でなく
私通婦だから許可をせなかつたのも多いさうな、其外公然の妻女でも今に意志が定まらず「行こか松山帰ろか露西亜こゝが思案の長崎市」と云ふ
やうなのも多少あるらしい、先日来松の仏国領事の談によればツマリ七人位はいよいよ松山へ行きたいと云ふて居る公然の妻があるとのこと

伯爵少尉のおもひも

の

妙圓寺収容所に居る海軍少尉でコンスタンチン、ベンケンドロフと云ふ伯爵将校は自分の女房が今上海に居るから呼寄せても構ふまいかとの願を

出したから収容所で能く取調べて見るとこれも公然の妻でなく全くの私通婦であるから夫は行けないと跳返すと成程結婚上の手続は未だ済まな
いがすでに七年以前より連添ふて居るもので深く言交した仲である全く其関係は夫婦に相違ないのだから是非呼寄せて呉れとのこと然らば何故
今日迄結婚の手続をせぬのだ至急結婚するが好からうと云ふとイヤ自分は華族の子であるに彼は百姓の娘であつて不似合だ土民の子と縁組した
とあつては家の名折れだからと云ふ理由のもとに親が承知しないから到底結婚は出来ないのだと云ふ、デはお気の毒だが当地へ呼取ることはゆる

されないと言渡したところ彼れ貴公子はいと失望の体で昨今想ひを上海の空へ馳せて居るとは左もあるべし

窃盗事件軍法会議に
処さる

バラックに収容されて居る俘虜上等兵イワン、ポーリーコフ、仝卒ジミテリー、サウエリーチエフの両人共謀でバラック内倉庫に入れてある同僚
の外套、置時計等百余円のものを盗んだことが曝露し松山憲兵分隊で取調中の処いよいよ窃盗の罪証判明し二十五日一件書類を第十一師団軍法会

議へ送り目下営倉に入れてあるさうな

来松したる俘虜将校
の妻子

前号に記した露國婦人フロラベニック（二十五）と呼ぶ露國婦人は目下大林寺収容所に在る海軍大尉ワシリーシンと云ふ将校の妻であるが今回長
崎で永井カトてふ女を通訳に雇ひ娘のギセウ（六年）を連れて二十五日夜三津に到着した、で仝夜は同地の久保田廻漕店に一泊し翌二十六日午前

十時頃松山へ来り警察へ出て保護兼照会を頼んだので警察は俘虜収容所へ願ひ仝日夫に面会することを得た、其結果当地に永住することに決り家
屋を尋ねて一家を構ふることになつたが差向き目下は三番町城戸屋に投宿中である

M38.03.01 第四回俘虜転送 松山収容中の俘虜将校五十名及び従卒四十名を豊橋新収容所へ転送することゝなり来る四日朝当地を出発せしむる筈である、尚ほ名古屋へも百名
の将校に同数の兵卒を送る筈であつたが都合に依つて沙汰止となつた

俘虜患者の新来 廿八日午前八時宇品発第二扇海丸にて俘虜患者十三名が来松しバラックへ収容された筈である

仏婦人等 仏国婦人グレーゼとか云ふは其弟と米国人ケーラブサセラの二人を連れ俘虜海軍大尉クワノーフに面会の為め廿七日長崎を発して松山に向ふた

とのことであるこれもいづれ松山へ永住することになるだらう

M38.03.02 正誤 昨紙本欄第四面俘虜転送の項は多数の脱字があつて無茶苦茶だが来る四日に転送するのは静岡へ将校五十と従卒五十、豊橋へ将校四十と従卒四
十、都合九十名づゝの将卒を転送するのである

一昨日来松の俘虜 何れも旅順の傷病者で下士が三名、兵卒が十名であつた

バーヤン艦長の妻 前号に記した仏蘭西婦人グレジー（三十二）と云ふは彼の旅順で最後を遂げた露國戦闘艦バーヤン号の艦長イワノフの妻であるが今度当松山へ永
住の見込を以てワシリフ（二十九）と云ふ混成児を通訳に雇ひ一昨日来松城戸屋へ投宿した、例に依り着早々警察へ保護を願ひに出で次いで収容

所に出頭、許可を得て大林寺収容中の夫イワノフに面会した、目下適当の借家を求めて居るそうな、又この混成児婦人は父が露人で母が日本人だ
が籍は露國に置いて居るのださうな

１１ 工兵二等大尉の誤り。
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セバスト艦員の妻 前々号所載の幼児を連れた露婦人フロラ、ベニック（二十五）はセバストボリー乗組艦員海軍大尉ワシリシン、ベニックの妻であるが仝人は旅順
開戦と共に夫に別れ故国に帰るべく時のダルーニー、大連埠頭を出発し上海へまで赴いたが国許では革命運動が起り大動乱をして居るに引かへ日
本政府の慈仁なる俘虜の妻たたものは夫の収容地に住ひすることを得るとのことに憖いと帰心を翻へし去る二十三日長崎着の●川丸にて日本に
来り扨こそ此地へ来たのである、而して此妻子は一時城戸屋に居たけれど夫の収容所に近いのが便利だからと古町大林寺附近へ一家を構へること

にした

M38.03.03 俘虜を熱罵す 松山魚町五丁目荷車挽野本房五郎（三十一）と云ふろくでなしは去一日午后五時頃泥酔となり散歩中の俘虜と護衛兵に向ひ熱罵を逞ふし居たるを
朝岡巡査に捕はれ行政留置となる

流刑俘虜の護送 再度まで松山収容所の逃亡を企て事成らずして捕はれ流刑に処せられたる俘虜中尉ミルスキー及び少尉候補生スエフの二名は去二十八日東京に
着し直に小菅集治監へ送られたそうな

転送すべき俘虜 静岡及び豊橋へ転送すべき俘虜将卒は予記の通り明四日午前十時高濱出発宇品に向ひ仝日午後八時宇品発の軍用列車で東上し静岡着が六日午後

一時半の予定である、転送将校はウリヤード中佐の外すべて尉官である又其引卒官は河野大佐、安原軍曹、久保、永野両通訳ぢやさうな、而して
其転送将卒を各収容所別にすると静岡行が病室から右のウリヤード中佐と卒一名、公会堂から将校二名と卒一名、勧善社から将校四十七名と卒三
十一名、正宗寺から卒一名、山越から卒十六名、計百名で、豊橋行が妙清寺から将校廿五名と卒二十四名、勧善社から将校十五名、山越から卒十
六名、計八十名である

七歳の子も転送さる 七歳になる例のセミヨンと呼ぶ露國少年は爾来ブライアン氏方の厄介になつて居たところ今度其伯父なる将校が静岡へ転送さるゝことゝなつた
ので共に連れられて明日出発するさうな

子を連れに長崎へ バーヤン艦長イワノフの妻グレジー（三十二）は我が子を長崎へ残して置いたので昨日当地を出発し一応同地へ赴いた、其子を連れて再び来松す

るとのこと

露西亜町の繁昌 一名露西亜町の名ある松山湊町三四丁目は其後ますます好況で一日毎に俘虜を目当の店が殖えて居る、何か不都合があつたとやらで俘虜の出入を
差止められた長崎舘は此頃トンと閉店の姿だが閉店前は露語を操る曖昧女がチヤホヤチヤホヤと遣らかすので一日の揚り高五百円位もあつたげ

な、仝舘に続いて仏人ドンバルスの洋酒店で一瓶八円十円と云ふ高価ものが売れるから一日三百円位の売揚げがあるし又仝四丁目の七宝焼店でも
二百円内外日によりては四百円程も揚げた日があるさうな

M38.03.04 監督将校氏名 先日更迭した各収容所の監督将校氏名を記せば

公会堂、出淵町 歩兵少佐 武田 信賢
正宗寺、法龍寺 歩兵大尉 齊藤貫五郎
山越第一 歩兵大尉 鈴木幸次郎
バラック 仝 中尉 越智 幸三

妙圓寺 仝 少尉 上野 寛一
山越第二 仝 仝 渡邊 友吉
一番町 仝 仝 米田惣太郎
妙清寺 仝 仝 武田 傳

勧善社 仝特務曹長 田邊由五郎
雲祥寺 仝見習士官 森山萬太郎
大林寺 海軍大尉 中御門経隆
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吉松大尉と競走 チト旧聞に属するが歩兵大尉吉松正幹氏が公会堂の俘虜監督委員を勤務中或る日のこと俘虜将校数名が散歩するのを監督して三津濱へ行つたと
きに一人の将校が吉松大尉に向ひしきりに競走をやらんかと勧むるにぞ大尉はいや貴下等の足は拙者のより大分長いから短距離でやつたら負け
る……長距離の魂くらべ的競走ならやつて見よと言ふと彼れも負けぬ気で然ればやろとて近長距離を定めてやつた処が初めは彼れも負けず劣ら
ずやつて居たがどゝの果には彼れが遥か後とに残り息をきらしてヘトヘトになつて追ついて来るようになると大尉は遥か先きに走り越して早く

来い来いといふ風に向ふで手招き抔して揶揄つてやると到頭彼はモウ胸が苦しくつていけぬと云つて往生したそふな此よふな有様であるから彼
れ等は存外魂気が無いので如何に大兵な奴でも与みし易いと仝大尉が話して居た

本日転送の俘虜将校 は静岡行、豊橋行の外名古屋へも一人行くのである、而して其出発は七時から勧善社へ集合し八時過ぎ古町発の列車で高濱へ下るのださうな

生き物の始末 転送俘虜の兵器其他荷物は何れも新収容地に送附せらるゝ都合になつて居るが兎や小鳥やの生物は之を携帯することを許されぬので転送と決つ
た者は一昨日あたりから鳥類などの始末にかゝつて居る、多くは居残る知己の将校を訪ねて籠まゝ与へて居るさうな

旅行支度 今度の転送はズツと以前に其筋で決せられて居たのだが余り早くから彼等の耳に入れるとワイワイ騒ぐだらうとて漸く此三四日前に知らしたの

である、処がこれを聞いた連中は通訳や監督将校に向ひ静岡とは何処か豊橋とはどんな処かなど夏蝿く尋ね一昨々日頃からは旅行支度にカバン、
毛布、靴、帽子なんどいろいろと買物に出る、夫から居残り将校に挨拶のため他収容所を訪ふのもあれば他から訪問するのもあるので勧善社妙清
寺などなかなか忙しかつた、又昨日の如きはモー名残りの一浴だからと道後温泉へ出かけたものも多く朝疾うから市街も湯の町も大に賑々しかつ
たのである

M38.03.05 転送俘虜出発 静岡、豊橋、名古屋の三収容所に転送する俘虜将校九十一名及び同数の従卒は予定の通り昨日早朝勧善社収容所へ集合し河野大佐に引卒され当補
充大隊より出した下士兵卒に護衛されて十時二十分古町停車場発の列車に搭じ高濱港にて宇品より差向けられた御用船盛降丸に乗り小富士を後
に出発した

小鳥に命名 おしなべて俘虜将校等（あながち将校に限らず）は鳥類畜類殊に籠で飼ふ小鳥の類を好むと云ふことは旅順俘虜入市以来松山市内に十数軒の小鳥
屋が一時に殖えたのを見ても分らう、処で爰に面白きは先日一番町収容所の将校連が各々好む処によつて●眼兒やカナリヤや四十雀、頬白、十四
松、ノジコ、其他の小鳥を持寄つたが誰が言出したか此鳥に名を命けたら宜からうとのことで協議をした結果が松山収容所名に因ることゝし此鳥
は目を瞋らして聞かぬ気の相があるから雄群とせう（時旅団長の命令不応事件の当時であつたから）とかこれは極めておとなしいから妙圓寺とせ

うとか夫々勝手な名を命けて喜んで居た、処が同収容所将校は此程再び申合せの上極めて大なる鳥籠を造ることゝし高さ一間巾四尺位の金網籠を
庭先へ据へこれへ鳥の名の公会堂もバラックも持寄りで雑居させて飼ふて居るとのことである

号外はチラシ 当地の俘虜将校は一般に本国の動乱を知らぬ模様で一向平気の平左衛門であるが流石に沙河方面の戦況は頻りに聞きたがつて居る様子で市中散

歩中に新聞の破れなんかを拾ふて帰り二号活字の処があると之を通訳に示して読んで聞かして呉れと切望するさうだかおかしきは二三日前のこ
とであつた妙清寺収容所の将校某は散歩の帰るさ新聞の号外を貰つて来たから読んで呉れろと伊崎通訳に差出すのを見ると此印刷物は何ぞ図ら
ん成程彼等の注目する二号活字が矢鱈に使ふてあり又日露戦争などの文字はあるものゝ是なん市内新栄座から配布した活動写真の広告紙であつ
たから伊崎氏は笑ひながら斯々と話すと彼も大笑ひであつたとは近頃滑稽な話でないか

芝居を見たがる 姫路の俘虜は芝居を仕たがるさうだが松山の俘虜は将校だけに芝居を見たがつて居る、彼等が市内散策中壽座や新栄座の前を途ると通訳に向つて
どうか一緒に芝居に入つて呉れ、見させて呉れと望むさうだが先日も伊崎通訳が新栄座の前で要求に会ふた時夫が上ものゝ新演劇でもなら好けれ
ど浮れ節芝居なんかだものだから妙な風のものを見せるも宜しかるまいと思ひイヤこれは君等の見るに価すべきものではない極めて下手な芝居

だから廃し給へ又相当なのが来たら其時お供しようと体よく断はつたら我々は何も上等芝居が見たいのではない日本の演劇は如何なるものかと
云ふことが判りさへすれば足りるのである、だから是非とも共に入つて呉れ見せて貰ひたいと切望したさうだが真逆に浮れ節芝居を我国演劇の標
準に取られては堪らないから其日は強て断はつたと云ふことぢや

正直な処がある 之れは正直なといふてよかろうか又同情がないといふてよかろうか彼等が道後へ入浴に行き浴室の二階で手拭又は団扇抔を借りて使ふとき他の

ものが之れを貸せと云ふても却々又た貸しはせぬ必ず一旦其元へ戻さねば聞かぬ又甲が石鹸を持つて居り乙は持つて居らぬ場合に如何に心易き
間柄でも甲のものを乙が無沙汰で使ひなどしたものなら決して承知せず果ては其使ふたものを打擲するまでの極点に達する事が屡々であるそふ
なとは温泉湯番の話である
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又無邪気な処がある これも湯番の話であるが彼れ俘虜先生等は随分乱暴な事をやる、湯の中でワンワン叫び又は遊泳などをするものだから上から大喝叱咤すると忽ち
之れを聞いて静粛になる、之等は無邪気で小供らしく可愛らしいと云はねばなるまい

M38.03.07 俘虜新来 将校一名、兵卒二十名の旅順に於ける傷病者は宇品より三芳野丸で一昨日午後一時頃高濱に来り田邊特務曹長が受領して直に松山に来着、バラッ

クへ収容を終へたのが三時四十分であつたとさ

収容所閉鎖 妙清寺収容所の俘虜将校は殆んど全部（旅順要塞第七旅団附砲兵）が今度転出されたので残り一名は勧善社へ容れ仝収容所は四日の午前九時より
閉鎖した

長町の繁昌 長町事湊町三四丁目が一名露西屋町の名あるほど俘虜のお蔭で賑ふて居ることは先号にも記したが爾来倍す繁昌で為に一時下落しかゝつて居た
家賃が五割も七割も上つて来て家主は突飛に数円を上げ夫が厭なら出て下さいと云ふ塩梅、中には自分が転宅して跡を長崎店に貸すのもあり甚だ
しきは十円以内の家賃を出して商売して居たものが店だけ三十円位に貸し自分は当分商売見合せと云ふやうなのもあるとは何とすばらしいもの
ではないか

M38.03.08 バーヤン艦長の妻 で仏蘭西婦人のグレジーの事は再三記したが尚ほ聞く処に依れば同人は未だ結婚届が終つて居らぬ、乃ち内縁の妻であるから無論当地に永住する
訳に行かぬ而巳ならず先日来松した際には面会許可証さへ持つて居なかつたのであるから収容所では電報で主務省へ照会の上妻の方から面会に
行かず夫たるクワノーフの方よりグレジーの許へ面会に行つたのである、而して而して仝人は不日長崎より子を伴ふて再び来松し其子を夫に見せ

た上本国へ帰る都合になつて居るげな

写真の種板 俘虜将校が意気揚々と撮つて居る写真が此頃松山市の各写真屋の看板に出されてあるから斯まで敵国で己が敗軍の将で厶ると耻を曝すのを矢張
り名誉と心得て居るのかと思ふて居たが其多くは斯く看板に出されるのを嫌ひ為に成るべくは市中へ出たときに撮らぬ様にして写真師を収容所
へ招くことにして居るさうな、夫から又他収容所は知らず先日転出された妙清寺収容所の将校連などは種板を写真師の手に残して置くと時は例の

看板に出されるからと種板諸共買取ることにして居るさうで出発に際し紀念の為に撮影したのもマヅその如くしたとのこと

将校の朝湯 俘虜将校の傷病者中には治療の必要上随時温泉入浴を許可されて居るのがあつて是等将校は先日の一般禁足中と雖も特に道後行をして居た位で
あるが近頃は又朝湯の心地よき味を覚えて以来東の白むを待ち兼ねて数名打連れてバラックを東に道後へ出かけ霊の湯のまだ戸ざゝれて居る時

分に[す]ら入浴するとのことである

M38.03.10 退院頻々 松山俘虜収容所病室へは此数日間新収容がないのに反し全治退院者は極めて多く一昨日も下士以下五十名ばかり退院者があつて其れは不退寺、法
龍寺其他へ転収さたげな
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戦友の金を盗む バラックには収容俘虜が多いから自然窃盗沙汰抔も時々耳にするのであるが一昨日もヒヨードル、ミハイローフと云ふ見かけは正直さうな一兵
卒、是まで第十六番室に入院して居たが仝日退院不退寺へ転出するに際り仝室内の戦友スルーク、ウヱチミールと云ふが蒲団の下へ敷いて居た紙
貨幣取交ぜ八円五十銭程在中の銭入れを猪呂魔化し夫が発覚した末ドヽ彼等に同情心のなきを今更ながら呆れ返らざるを得ざる話がある、もとミ
ハイローフとウヱチミールとは一室シカモ隣り同志で旅順から送られて以来共に寝食をして居るものであるがウヱチミールは左手の指先を切断

して居るからミハイローフは常に同人をいたわりチヨイチヨイ用便をして遣るのでウヱチはミハイロに対し三銭遣り五銭遣り時々心附を遣ると
ミハイロは一銭の所持金も無い故これを小使金に充て双方喜んで居たのである、然るにウヱチは外に十五銭の貸金があるので同日退院前に催促す
ると所持金は別になかつた筈のミハイロが直に返済したのみならず他の借銭も払ふて居る様子にウヱチは密に不審に思ふて居た、処が間もなく午
後一時頃ウヱチの寝床を掃除しやうと蒲団を上げて見ると予々大蒲団の下に入れて居る銭入がないので扨はと思ひ其由係りの者に届けると仝室

内は忽ちサア大変と騒ぎ出したが彼のミハイロはすでににもつを仕舞ひ立出るぎりになつて居たのに此騒ぎを見て事現はれては大変と雪隠に入
り今まで上衣のポケットに入れ居りし銭入をズボンのポケット奥深く押込まんとした、が斯あるべしと最前から彼を注視して居た仝室受持の三好
看病人は此現場を見届けて取押へ直に事務室へ連れ行いたので監督将校越智中尉は厳格に取調べに着手した処八円五十銭の内すでに三円ばかり
費消して居て全く自分が悪かつたが実は出来心に外ならぬ又此外に一厘も盗んで居らぬから願はくば特別の御恩典に預かりたしとヒタ謝りに謝

まるものから中尉は被害者への示談さへ付けば成るべくは内済にして遣らうとウヱチを呼出し費消した三円は追て少々づゝなりとも返却させる
こととし今日は済して遣つては如何と相談すると彼ウヱチは露國人の本性を現はしイヤ彼は健康体だけれど自分は負傷者であるから自然小使銭
も余計に要る、だから一厘一銭不足しても堪える訳に行かぬ何も容赦は要らないから今茲で自分に迷惑を与へぬ様にして呉れゝば兎も角左もなけ
れば彼を軍法会議に廻して下さいとの言条に中尉も彼等に同情心のないのにはホトホト驚いたのであつたがドヽ中尉から三円幾干をミハイロに

恵んで遣り之をミハイロから被害者に返済しミハイロへは今後決して斯る事は致すまじ又此以外に少しも盗みを致したことありませぬとの宣誓
書を認めさせて許して遣つたので双方とも頭こかして喜び中尉を拝まんばかりにしてミハイロは不退寺へ、ウヱチは己が室へと事務所を引退つた
とのことである

大会戦は未だし バラックにベノミナートと称する波蘭人がある、東部西比利亜狙撃歩兵連隊附の歩兵中尉で大学卒業生と云ふ処から随分鼻の高い方だが彼が頃日
得々として語る処を聞くにナニ沙河の大会戦？、恐らく未だ同方面に於ける大戦はあるまいと思ふ何となれば黒鳩公将軍の作戦は中央軍と中央軍
との間に於て小衝突をなさしめる、乃ち露軍は日本軍の中央を衝くと日本軍の性質として必ず退却はせずに露軍が引くと幾等でも進んで来る、ツ
マリ斯う云ふ風で日本の中央軍が左右翼より遥かに前へ出過ぎた処を露の左右翼が日本軍を包囲するに違ひない、だから尚ほ当分は中央軍前面の

小衝突に過ぎずして大戦争は数旬の後でなければ断じてないと信ずる云々と、成程黒鳩自身は左様の作戦でベノミナート自身も然か信じ居るには
違ひなけれど我が日本軍は然う敵の作戦通りに行く筈なくすでに着々日本軍が進撃して所謂大会戦の序幕が開かれ居るので彼の戦争観も一顧の
価値なきに至りしこそ是非なけれ
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M38.03.12 俘虜現在数 一昨日調左の如し
収容所名 将校 下士 兵卒 合計
公会堂 四〇 一 三七 七八
一番町 四一 一 二三 七五

出淵町 二五 … 一四 三九
勧善社 一一 四 二一 三六
大林寺 六〇 一 五七 一一八
妙圓寺 三八 … 二二 六〇

法龍寺 … … 八七 八七
正宗寺 三八 … 三三 七一
雲祥寺 … 五 一二二 一二七
山越第一 … 四九 三三三 三八一

仝 第二 … 三八 三六一 四〇五
雄 群 三三 一 三六 七〇
バラック 五七 二一三 一一八七 一四五四
総 計 三九九 三一三 二三三九 三〇〇一

右の患者数 五六 二〇八 一〇九六 一三六〇

通伝の手訳１２ 何処の俘虜でも散歩に出るのに仲間だけが行くのは面白くないから通訳に同行して貰ひたいと希望して居るけれど其癖通訳は面白くもないのに
同じ処へ何遍も行くのが嫌だから多忙にかこつけて成るべく同行せぬらしい、処が彼等はどうかして一緒に出て貰はう思ひ今日は午後に出やうと

でも思へば「お忙しければお手伝ひ致しませう」と云ふ風で華族だらうが上長官だらうが朝から事務室へ来て露文で書くものなんかは熱心に通訳
の手伝をしてそして同行して貰ふと彼等は非常に満足を表するさうな

M38.03.14 河野所長談 左様途中無事で昨夜遅く帰りました、相変らず沿道の光景は盛んなもので大阪以西でも兵卒は早や見飽いて居るが将校となると矢張り珍しいと見
えて見物が多かつた、関東は又非常なもので殊に豊橋へは初めて到着したのだからどうも甚しい群集でした▲ハイ豊橋名古屋とも往きがけに仮引

渡しをして置き静岡からの帰途更に立寄つたのです、名古屋で彼のセミヨノフ少将（雄群収容所より転収の）に面会しましたが大変に喜んで居り
ました▲豊橋の収容所は悟眞寺と云ふのですが境内が広くて迚も大林寺なんかの比でない、一体に名古屋でも静岡でも皆収容所は立派です、第一
庭が広いから庭園内だけの運動で充分足りるので頻りに自転車なんか乗廻して居る、ハア町の景色は到底松山には及びませんです、帰つて見れば
松山は倍す盛んな様ですね、云々とは十一日収容所長河野大佐が記者に語りし談片である

俘虜患者の来松 十二日午前第二扇海丸に乗組んで宇品を発した俘虜患者十七名、内下士一名、兵卒十六名は同日午後三時松山に到着してバラックへ収容された

M38.03.21

(第 8237号附
録)

恋が叶ふた男装婦人 一時は本国へ送還さるべく決定して居た男装露人バグダーノフ（二十八）が前号記載の如く１３今度松山へ来たと云ふのは初め長崎で取調べられた

節通訳の間違で自分は純然たる妻であるのに内縁の妻乃ち情夫として取扱はれたから夫では何んぼ慕ふても男の側へ遣ることは出来ぬとなつて
居たのだが此頃ヤット正当の妻であるのが判明し扨こそ神戸領事舘附来見通訳に連れられて来松したのである、されば仝人は収容所本部の許可を
得て恋慕ふ予備少尉マトエフをバラックに訪ふて積る話しをしたさうな、又爾来城戸屋に投宿中だがいづれ家を定めて松山へ永住することになる
だらうとのこと

俘虜新来 沙河方面の俘虜患者将校六名、下士四名兵卒十七名、計二十七名は第二扇海丸で十八日午前高濱に着し午後一時半古町駅に下車し何れもバラック
へ収容された

１２ 「通訳の手伝」の誤植。
１３ 男装婦人が松山へ来たという既記記事、コピーなし。
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俘虜中佐日本赤十字
社員となる

旅順開城の際俘虜として松山に押送され爾来城北バラックに収容され居る露國海軍中佐アレキサンドル、キツキンといふは我が赤十字社救護班の
看護を仰ぎつゝあるものなるが近頃ホトホト日本看護事業の親切なるに感じ此程日本赤十字社の終身社員たらん事を仝社愛媛支部へ申込んだの
で仝支部よりは電報もて本社に問合せたる所本社よりは終身社員とする事差支へなき旨返電ありしに付いよいよ入社の手続きに及んだげな

我子看護のため 当地より静岡収容所へ転出された陸軍大尉シモクレーと云ふは最愛の我子が戦傷のため盲目になりバラックに収容されて居るのだが近頃肺病に
罹つたと聞いて親子の情土地を隔てゝ居る気にならず其看護がしたさに其筋の免許を得て再び当地へ収容さるゝことゝなり一昨日来松公会堂に
入つたさうな

俘虜収容所に就て 不日奉天附近の俘虜が来松する筈だが若し従来の収容所のみでは収容し切れないかも知らぬからとて其筋では市内の寺院で尚ほ採用せぬ分に就

て調査中らしく又都合に依つては県立商業学校か農業学校の内をも収容所に充てる筈にて若し然うなれば学校は其何れか一方へ合併するさうな

M38.03.23
(第 8238号附

録)

俘虜新来 一昨日午前七時宇品発の第二扇海丸で下士以下三十五名（下士五名、兵卒三十名）の俘虜患者が来着し井上中尉が受領して午後一時四分に古町に
下車し二時過ぎバラックへ収容を終へたがこれは奉天方面のが三十三名で旅順のが二名であつた、又昨日も下士以下二十八名の患者が午前八時宇

品発の第二扇海丸で来着し同じくバラックへ収容された

奉天の俘虜 一昨日来た奉天附近の会戦に於ける俘虜を見るに旅順のが小ザッパリ小綺麗にして居たのに引替ゑ面色憔悴意気消沈痩せ衰へた手足や顔は垢つ
きもぶれで加之に凍傷患者が多く臭気紛々譬ふるに物なく汽車中に収容して窓硝子をピシヤリ立てゝ居ても尚ほ室外に異臭を放つと云ふ有様で

あつた

俘虜患者が二万人 今回の奉天附近大会戦には二万の俘虜患者があるさうでこれは悉皆松山へ収容することになるらしく都合に依ればバラックの増築もされるだら
うし且つ是迄健康者の収容所に充てられて居た処は皆病室に用ゐられることになるだらう、就ては将校以下健康者は何れも他府県の収容所へ転出
するの已を得ざるに至るべく其筋ではすでに其計画が成つて居るらしい

例の男装看護婦 でマトーエフ少尉の妻なるバグダノーフが愈よ本望叶ひて当地に向ひ神戸を出発することゝなつた時の喜びは実に譬ふるに物なき有様であつた
が仝婦人が最初神戸へ来た時の所持金は僅か三十円内外で其内より粗末ながら衣服も調ふれば帽子も買たのでモー残金は何程もない、それに一月
十八日以来のホテル滞在料は百余円と云ふお安くないのであつたが総て仏国領事応で負担し旅費をも支給したのださうだ、で彼れは大に修飾込み

旅順で三寸許りに斬つた髪はすでに四寸位に伸びたるを綺麗に後ろへ撫で附け藤色のボン子ットに紺色の看護婦服と云ふ扮装で意気揚々と来た
のである、仝女は既記の如く当地へ永住すべく榎町へ家を借りて一昨日旅舘きどやよりこゝに引移つた

愛婦又来る 旅順開城に際し解放された露國婦人フエドロフと云ふは上海で雇ふた通訳英国婦人マツセーといふを連れてマンヂユリア号に便乗し去る十九日

に神戸に着したとの事であるが此の婦人は内縁の夫たるベンケンドル伯爵少尉が俘虜となつて当松山に居るに付其跡を慕ふて来たとの事なれば
不日来松するだらう、仝婦人は年漸く二十一の若盛りでなかなか美貌だとのことだ

M38.03.25 奉天俘虜来松 奉天にて我捕虜となつた傷病者中将校一名、下士以下六十五名は昨日午前第二扇海丸で宇品から高濱に後送され例に依つて松山バラックへ収容さ
れた筈である

俘虜軍曹の死亡 旅順の俘虜患者として去る一月十六日より松山バラックで治療中であつた露國関東要塞砲兵連隊第十一中隊二等軍曹パーヴヱル、ロマーノフは病
の経過良好ならず右側加答兒性肺炎と急性腎臓炎を起して去る二十二日遂に鬼籍に入つたから朋輩の俘虜九十名計りは涙ながらに司祭鈴木九八
氏を祭主として二十三日バラックで葬儀を執行ひ同日山越の墓地へ埋葬したそうである
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露國美人恋女房（上）
…夫は在松山の俘虜
少尉…

神戸元居留地オリエンタルホテルの一室、室内電気燈の光眩ゆき処に碧眼金髪の二人の西洋婦人あり一人は深き愁に沈みて時折花吹く風の如き低
き太息を洩らせるは心中何か思ひに悩む所あるものゝ如し年の頃二十一二才、色白く鼻隆く一点の唇紅深からざれども天の成せる麗質は恰も絹に
包みし宝玉の色温かきに似たりけり他の一人は年の頃二十二三才にして頻りと之を慰め貌に見えたるは抑も是如何なる婦人達にてありけるぞ前
なるは露國婦人フエドロフナ夫人（二十一）にして後なるは英人マツセー嬢（二十三）なり此のフエドロフナ夫人は目下当地の収容所に在る俘虜

伯爵ベンケンドルフ少尉の妻女にしてマツセー嬢は即ち其通訳なるが夫人は十九日午前入港せるマンヂユリヤ号にて遥々と上海より神戸港に着
し夫より当地恋しき夫に会ひ見ん筈なるが目下陸軍大臣の許可書を待ちゝつあり其●●は一昨日の附録に記したるが此夫人に就て得たる報道を
左に記せん
此のフエドロフナ夫人は実に夫少尉のためには恋女房にてありき初め少尉は此のフエドロフナ夫人が尚ほ桃色の衣裳したる娘盛りの頃不図之を

思初めて心を焦せしが同じ思ひのフエドロフナ嬢も何時しか其の情に絆されて夫婦の契りを結びし以来鴛鴦の衾温かく友白髪までと誓ひしが武
夫の身は久しく一処に停まらず開戦当時少尉は旅順に赴きしにぞ妻なるフエドロフナ夫人は其の後を慕ひて同地に赴き日を送りしが去る程に日
本軍之を攻囲して流石天下の要害と頼切つたる此の旅順も命数旦夕に迫りて日本軍より放つ大砲弾は市街、港内の差別なく落下する危さに婦女は
残らず地下室に入る事となりしが其日決死を誓ひし少尉は今生の名残、恋女房の顔を見るも早や此時のみと軍務隙なき間を偸みて妻女の許を訪づ

れ来り「卿はよくぞ今日まで我れと生死を倶に誓ひ玉ひける事よ左れど最早今日こそ今生の別れと覚えたり卿若し日本軍に許されて故郷へ還り玉
はゞ之を我身と思ひて最夕の心遣りにし玉へ」とて軍服の飾り釦を一個もぎ取つてぞ与へけり

M38.03.● 露國美人恋女房（下）

…夫は在松山の俘虜
少尉…

斯くてフエドロフナの夫少尉は奮戦の末日本軍の捕ふる所となりて捕虜として日本内地に護送され当地の収容所に収容されし身なりしが雨につ

け風につけ思ひ出さるゝは恋女房フエドロフナの身の上にて彼女は日本軍重囲の裏なる旅順に在りし身なれども、日本軍は仁慈を旨とするものな
れば豈敢や女子供に手をかくるやうの事はなすまじけれど其後は如何になし居るや聞かまほしと心を苦しめたる末今は其憂を胸に包むに堪へず
或時収容所の委員に向ひて旅順開城の当時斯く斯くの女ありたる筈なるが夫れは如何になりたるか何卒御慈悲を以てお取調べ下さらば難有から
んと申出でしことありしも当時混雑の●とて中々其の調もつかざりしが委員某氏は捕虜少尉の嘆を聴きて憐れを催し其の後如何にかして取調べ

てやらんと思ふうち不図或人の話に旅順開城の折左る露國少尉の妻なりとて頗る附きの美夫人が夫の片身なる軍服の釦を携へ居り其後夫は果し
て戦死せしか又は生命を全ふして逃れしか或は日本軍の手に●●て捕虜にでもなつたるか其の安否の程知りたしとて探し居たる者ありしとの事
を聞き委員は若や其婦人にてはあらざるかと事の由を少尉に語りしに少尉は膝を打つて喜び如何にもソレに相違なし予が曽て彼女に別るゝ折紀
念のために釦を与へ置きたる覚ゑありと云ふに委員はソレならば夫人は安穏に故国に立帰られしに相違なしと語りしより少尉は大に安堵し居た

り、扨又たフエドロフナ夫人は同じ思にあこがれて我夫は如何にし玉ひしか日頃勇ましき気質なれば潔く戦死し玉ひしか、多くの将校が捕虜とな
つて日本に送られたりと云へば若しや其内には在さずやと朝暮案じて夫れのみ詮議をなし居るうち此程に至り恋しき夫は我松山に在りと聞き飛
立程に喜びて直に上海より便船に乗り込み長崎を経て神戸に着し仏国領事を便りて委細の事情を語り当地に来りていと恋しの夫に会見んと目下
其手続をなし居れりと、夫人が神戸に着手するや電報にて其趣を夫伯爵少尉に通し来りし由なるが少尉の喜悦は如何にかあらん殊に自由居住さへ

許されたる今日此頃定めし夫婦共●●の厚きには殊更に感泣するならん

M38.03.● 俘虜新着 昨日もまた下士以下七十名の傷病俘虜宇品より着して城北バラックへ収容された、無論奉天附近で獲たのである

監督委員更迭 公会堂詰武田少佐が他に転ぜしを以て齊藤大尉公会堂、武田少尉１４正宗寺、新見少尉妙圓寺収容所の俘虜監督事務、補助を命ぜられたさうな

１４ 武田傳少尉は妙清寺収容所の監督将校であったが、同収容所は俘虜将校が転出したため、3 月 4 日に閉鎖した。
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M38.03.28 バラック現員 患者千三百七十八名で内二名は善通寺予備病院松山分院.癲狂室に入院中、又た健康者は九十三名で内一名は営倉に入れられて居る

自由外出と民家居住 の事は電報及び雑報を以てすでに掲載した処であるが１５仝規則を載せたる陸軍省達は両三日前松山俘虜収容所に到着したから仝所に於ては之に
基いて取締上の細則を草案中だとのことぢや、聞く処に依れば其自由外出地区は松山公会堂を中心として半径一里以内と決定し外出は昼間に限り

夜間は決して外出させぬ、又昼間と雖も朝から夜までノベツに出て居ることは許さず何曜日と何曜日は午前、他は午後と云ふ風に日を定めて外出
さすのだげな、夫から又民家居住は誰にでも希望によつて許すのではなく当地に家族が来て居るものとか或は患者であつて養生の必要上民家居住
を可とするものとか特別の事情があつて品行方正なものでなければ之を許さぬのであるから其数は余り多かるまいとのこと、自由外出も民家居住
も無論将校に限るので下士以下は此恩沢に浴することは出来ぬのだ、而して此れを実行するの日は東京から露文で認めた右の陸達が到着するのを

待つて彼等に此旨を周知せしめ宣誓を経た上であるからまだ定まつて居らぬさうな

道後の大当り 右の如く自由散歩の地域を公会堂から一里以内と定められたので海浜の高濱、三津、郡中などは皆んなペケとなつたが独り道後は此地区に入つた
から湯之町商人の喜びは必ずや大なるべくロスキー先生も之を聞いたら嘸かし大恐悦であらうと思ふ、河野収容所長の談話によると彼等が道後遊
廓へ出入することは無論差支へないのである仝所は官の許した公娼であるから彼等が茲に登樓するのは勝手であるけれど其代り松山市は極めて

清潔にしたく仮にも不潔ヶ間敷ことは一切させぬ考へであると

俘虜の検徴 前項の如く彼等が遊廓に行くことを許した暁には夫々同時に花柳病の危険を予防するために一周一回乃至二回づゝ買春婦のそれの如く厳重なる
健康診断を行ふ筈ぢやと聞いた

新収容所開始 山越第二収容所の内天徳寺収容所を昨日より開設することになつた、不日バラックから沢山の退院患者があるので此処へ収容する筈ぢやさうなM38.03.30
(第 8244号附
録)

兵士死死 一月十六日バラックへ収容になつた旅順の俘虜中関東要塞砲兵連隊第六中隊の卒モイセーイ、ウオルコーフと云ふは急性脳膜炎で療養中の処二十
八日午前八時半心臓麻痺で死亡した

露貨交換に就て 俘虜が所持する露國紙貨幣は是まで月に一回仏国領事が出張して日本貨幣に交換する外松山の篠崎謙九郎、郷田藤次郎両氏が両替を命ぜられて居
たが今後は日本銀行が一切引受け此両替業をすることゝなり松山では仝所の出張店たる五十二銀行で両替することゝし金額の多寡に拘はらず交
換し多額なのは出張交換をすることになつたさうな、而して其引換率は紙幣は一留に付き九十八銭、金貨は一円一銭ぢやげな

M38.03.31 患者来松 昨日午前十時第一扇海丸で宇品を発した俘虜は何れも傷病者で将校一名、下士以下二十名で仝日午後松山バラックへ収容せられし筈である

傷兵死亡 ポドーリスキー歩兵連隊第五十五連隊大六中隊の卒コル子イグラーハと云ふは奉天附近の会戦で右●●骨折貫通銃創を受けて捕虜となり且つ膿
毒性に罹り居るものから三月十二日以来当収容所バラックの厄介になつて居たのだが二十八日午后三時十五分遂に黄客の人となつたげな

死者葬儀 前号に記した死俘虜モイセーイ、ウオルコーフと云ふものゝ葬儀を二十九日の午前九時よりバラック内死室の北側で執行し鈴木九八氏の●●あり
十時出棺十一時例の千秋寺墓地へ埋葬を終へたが下士以下百八十余名の会葬ありて静粛に式を終へたさうな

M38.04.01 蚊を怖る 俘虜は皆な寒國の人間だけあつて何だ漢だと苦情を言いたがる彼等でも是まで火鉢が少いと云ふ苦情を持出したことがなゐ、で昨今はいよいよ喜
色とゝなゐ最う冴返ることもあるまいと思はるゝ暖気になつたが彼等はアレ位の寒さで冬季が済んだとは想像以外の暖気であると松山の気候に
驚ゐて居る、所が旅順の将校は昨春来居る将校に向ふて「松山は斯うも暖かい処なら嘸や夏季の暑さが酷いことだらうと思ひ遣らるゝ」と語ると
先来将校の曰くには「イヤ暑いことは暑いが左程凌ぎ難いと云ふでもなけれど茲が困難なのは夏季になると蚊と云ふ動物が出て来て我等を襲撃し

若し此動物に喰はれたなら忽ち身体腫れ上り痛み甚だしくて堪へられぬ」と話したので旅順将校「して夫は日中でも出て来るのか」と尋ねると「多
くは夜中なれど時には昼間にも飛来することあり」と談り合ひいたく蚊に怖れて居るとは左もあらん

雛を買ふ 陰暦上巳が近づいて昨今市中には多くの雛店が開かれて居るが其愛らしき内裡雛、市松市形乃至時局に因んだ看護婦の雛なんどは小女でなくても
惚れ惚れする様なが俘虜等も同じく此無邪気な人形が気に入つて長崎店に出て居る西洋小女の人形よりも却て此の日本の雛が好きなと見え先日

も大街道桧垣小間物店で東京製の内裡一対と外に二三の雛を買求め其愛くるしき頬に接吻をして居たげな

将校の附髯 これも散歩に出た俘虜将校の一人は或る小間物屋で先日の戦捷祝賀仮装行列の時大に流行した鼻下の附け髯を買求め赤髯の上へ夫をヒツ附けて
アー僕は日本へ帰化したのだから今日から黒い髯を生すなんかんと遣つて居たが毛が少いのでコリヤ不可ぬも少し毛が多くないと赤い奴が隠れ

ぬなどゝ道化て居た

１５ コピーなし
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トランプ禁止 俘虜は将校と云はず兵卒と云はず三度の食事より好いて居るトランプを弊害ありと認められ今度断然差止められたので何れもガツカリもので翻
して居るとは笑至々々

広告 購買入札

一 俘虜糧食用牛肉 一ヶ月ノ所用高約五千貫匁
右購買ス入札望ノ者ハ当所ニ就キ入札心得書及契約書案等熟覧ノ上来ル四月八日午後一時限リ入札スベシ即時開札ス
此契約ハ松山俘虜収容所長河野春庵担任ス
明治三十八年三月三十日 松山俘虜収容所

M38.04.02 将校患者の来松 奉天附近の俘虜患者中将校二十七名は昨一日正午宇品発の幸運丸で高濱港を経て来松しバラックへ収容された筈である

将校自由散歩の期日 は日本各地とも仝時に許可される筈で陸軍大臣が定めるのであるが未だ何日とも決定して居らぬ、世間では早も実施せられるかの様に噂さして居
るけれど宣誓にかゝつてからでも[十]日間位の日子を要するさうだからまだ一寸何日から実行を見るやら知れぬのだ

M38.04.05 露國婦人又来る 露國婦人フロドロフ（廿一）は長崎人なる従者林ムツ（廿七）と共に仏領事通訳来見幸蔵氏に連られて三日来松して三番町城戸屋に投宿中である

奉天俘虜の来松（一昨
日）

奉天附近の俘虜下士以下百は一昨三日来松したが孰れも病傷者なのでバラック病室へ収容された

又（昨日） 又た奉天附近の俘虜患者将校七名下士以下百七十三名合計百八十名は昨四日午前汽船ロヒラ丸で宇品を発して高濱経由午后三時来松バラックへ
収容された筈である

水兵死亡 壊血病に罹りバラック収容中であつたシラーチ号の水兵ヒヨードル、チモーフは二日午前八時卅五分心臓麻痺で死亡し昨日午前九時半例の如く葬
儀を行ふた

一日来松の俘虜将校 は中佐二名、一等大尉二名、二等大尉四名、中尉六名、少尉六名、准士官七名、計二十七名で外に衛生部員三名である、而して此衛生部員は猶太
人で健康者だとのこと

M38.04.06 山越第一収容所 の現在俘虜数は長建寺に曹長一名、一等軍曹九名、二等軍曹十八名、兵卒百十九名、弘願寺一等軍曹三名、二等同四名、兵卒八十二名、不退寺曹
長一名、一等軍曹一名、二等軍曹四名、卒六十三名、法華寺曹長一名、一等軍曹四名、二等軍曹五名、兵卒七十名合計曹長三名一等軍曹十七名、
二等軍曹三十一名兵卒三百三十四名である

伯爵少尉未来の妻 今度来松したフヨードロフといふ露國婦人はまだ結婚はして居らめども彼の伯爵の海軍少尉コンスタンチン、ベンケンドロフ（バラック収容中）
の許婚であつて詳しいことは去日の紙上に恋女房と云ふ題で記した通りである、少尉の父は目下倫敦に在留する露國全権公使ださうな、又フヨー
ドロフも相当資格ある良家の女であり性質温柔容姿亦高尚な方であつて已に少尉の妻となる事は双方実父母が許し居るのだから戦局結了まで当

地に来住する事其筋の許可を受け居るさうな

一昨日来松の俘虜 は何れも負傷者で尉官七名、下士四十六名、兵卒百三十一名、計百八十四名（内重傷者八十名）で無論悉く奉天附近で捕はれたのであるが午後六
時十分頃古町に着しバラックへ収容を終へたのが七時十分頃であつた

又々俘虜死亡 旅順の俘虜で去月十二日当バラックへ収容された東部西比利亜狙撃歩兵第十三連隊第十一中隊の卒エゴール、グジヤーエフ（三十九）は胸部盲管
銃創より肺炎を継発して去る三日午前十一時三十分死亡した、で其前日死んだ水兵チモフエーフのと一緒に四日午後二時より例の如く葬儀を行ひ
四時三十分頃埋葬を終へたさうな

M38.04.07 下手な弓、隣家を騒が
す

俘虜将校の内には近頃大弓を弄んで収容所の内庭へ矢場を設けて居る処がある位で横好先生が毎日カツチリカツチリ遣つて居るのはよいが一昨
日午后三時頃の事であつた公会堂収容所の少尉ミスラフスキー外二名は出渕町の大野の矢場でまだ引き方も碌々覚えぬ大弓を満月形に引絞つて
放つたのが横に走つて同家の裏手に当る新玉町加藤藤三郎方へ飛込んだ、処が折悪くも藤三郎の妻チヨとて妊娠六ヶ月の女が土間で竈を焚付けて
居た其横腹へ件のそれ矢が当つて擦過傷を受けた、おチヨはは妊娠中の事だから傷はホン少々なれども意外の事に驚いて其儘気絶したものだから

忽ち大騒ぎとなつたが幸に暫時にして息吹き返したけれど夫が為め爾来熱発をして臥床中だと云ふことぢや、扨て此方の俘虜三名は隣家へ此気の
毒の目を見せた矢は誰が放つたのであるか同時に二発放つたのだから暫らく判明せないのを右のミスラフスキーと外一人が互に責に任ぜんと是
は僕の矢だイヤ吾輩の失策と言合ひ自分に罪を着やうとしたが遂に取調の末でミスラフスキーの矢と云ふことが知れたげな、こゝらは一寸ロスキ
ー先生好く出来ましたと云はねばなるまい
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海軍大尉と湯番女 世には藩士弱行の徒が多く殊に女など云ふものは金に目がくれツイツイ好からぬ方に心動き知らず知らず国体を汚すものなど出来るとは情ない、
現に先日も松山萱町の相当資産あるうちの細君が俘虜将校から多数の金品を貰ひ好からぬ行があつたと云ふ話を聞いたが成るべくは斯んな胸糞
の悪い外聞の好くないことは書きたくないからマアマアと大目に見て居たのであつたが追々風潮が悪くなり我が松山は或は第二の稲佐となり国
体も身分も考へぬ輩の続出せんことを怖れ以後はドシドシ容赦なく筆誅を加へて遣らうと思ふ、菅町妙圓寺収容所に居る俘虜将校で海軍大尉のデ

ンガルトと云ふは入浴に行く度に自然心易くなつた道後温泉霊の湯の湯番女井上ハナにあなた好き、大好きの百万遍を並べ緋縮緬から帯や指る環
遣をものだからおハナも初め貰ふた時分は何だか恐しい様にも感じて居たけれど追々親しくなり人も格別知らぬ様なのに図に乗り八十余円のも
のを頂戴し何喰はぬ顔して居たが一昨々日デンガルトからおハナに当てた片仮名日本字の郵書は艶々しくも後刻行くから待て居て呉れなどの文
句を認めあり端なくも夫が其筋の人の目に止つて道後分署はおハナを呼出し取調べたが果して仝●したか否かは知れねども兎も角も不都合な●

●なりとして貰ふたと云ふは品物すべて引上げ昨日デンガルトの手に戻しデンガルトは一昨日より営倉へ入れられたとのことだ、而しておハナは
いづれ温泉場よりお払ひ箱を喰されるだらう、此件に関しては社会の制裁として題を改めて尚ほ詳く書く時機があらうと思ふ

M38.04.09 俘虜の叔母 グリゴリエスてふ露國婦人は其甥に当る当地収容の俘虜将校ヴ井クトリア、ソールドフニコフに面会の為め去る四日タイサン号で長崎へ来たさう

な、いづれ近日来松するだらう

俘虜将校と湯番女 前々号に記した道後温泉場の件に付き尚ほ聞く処によれば艶書を送つたヒヨードル、デンガルトはレウエンシヨウと云ふこれも妙清寺の海軍将校
と共に江戸町の紺屋の細君を手馴付けた辣腕を有する仲間でもソレ者と云はれたものでナーニ自分は彼の女を射落す為に種々の品を遣るのだと
憚からず云つて居るとは憎むへくこれに釣らるゝ女こそ馬鹿の骨頂と云ふべしだ、又一方の湯番女井上ハナ事イクヨはまだ十九や二十になるやら

ぬに随分大それた女と見えて本年一月海軍々人の某と結婚したものだが夫は目下出征中だから本人は親元預けとなつて居り毎月七八円づゝの手
当金を夫が出征先から送金して居るさうだのに其貞操を破つて温泉場に関係深き●某殿と親類筋となりて居るやうな年にも似合はぬあばづれ者
だからロスキーの一匹や二匹手玉に取るのはお茶漬前の仕事だとは聞けば聞くほど恐ろしくもまた憎らしい話でないか

M38.04.12 [新来]俘虜 十日来た俘虜は百六十二人に[して]午後四時病院船チヨーイサン丸にて高濱[に着]し其中歩行し得るものは僅かに二十二[名後は]皆重傷者で担送
を要する為め非常に[手数を]要し伊予鉄道は特に臨時汽車を発し[た、]其内訳は大佐一名、中佐一名、二等大[尉三名]、中尉一名、少尉一名、準士
官一名、[曹長]三名、軍曹十七名、伍長十二名、卒[百二十二]名で数回に古町駅に輸送した、古町駅では患者輸送車若しくは担架でバラックへ●●
したのだが全く収容を終つたのは[十一日]の午前一時頃であつた、此の負傷者[はすべ]て奉天附近の激戦に参加したもので[ある]

[伯爵]許婚の露國婦
人の転住

海軍少尉伯爵ベンケンドルフと云ふ俘虜の許婚である●●●て松山居住を許されたフヨドロフ（廿一）は長崎の女林ムツと云ふを連れて[三番町]
城戸屋に滞在であつたが愈々西堀端●●●七番戸を借受て一昨十日移転をした

[発狂]せる俘虜兵卒 一昨日来松したる五●●●俘虜患者の中には一人の発狂せる兵[卒がある]筈だとのことである

M38.04.13 十日来松の俘虜 官職氏名等は左の如し
頭部及下肢打撲傷、第二十五師団第百オコトロスキー連隊歩兵大佐シハイル、ゲツドロイツ
左大腿後側より同前内面に至る軟部貫通銃創、欧露第一狙撃歩兵旅団第四連隊第二大隊中佐メヲスラーフ、ザンブリースキイ

背部貫通銃創、第五十五ポドリスキー連隊二等大尉ワシリー、トレリースキー
右下腿貫通銃創、西比利亜哥薩克師団第七連隊仝上ニコライ、クーブリン
右拇指貫通銃創左中指貫通銃創、第二十五師団第九十八連隊仝上レオンチ、ラーレシクビチウ
左季肋部貫通銃創、第四狙撃連隊中尉ハーランビー、コーノウー

左臀部砲弾打撲、第二百四十一連隊少尉試補ミハイル、グバチエス
臀部軟部貫通銃創、第十狙撃連隊少尉ヱブヘーニーキ、ゼセームコ
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新来少将の感喜 新に来着した俘虜ガン子ン、フエルト少将は我が政府の待遇厚きに感じ此程自国のヱリザウエツ、ルベーツ閣下といふ宛名で左の如き意味の信書
を発した
海上にも無事に三時過ぎ松山俘虜収容所に着港せし節は所長河野大佐態々慰問せられ其節タゲーフ氏も来りて写真を写し翌日は大佐よりは日
本製籠に美麗なる菓物類を入れ其上バータ抔を恵贈せられ実に其懇情を蒙り尚且軍医官より日本名産たる美術花瓶に美しき日本名花の桜花を

贈られ特に我が居る室は元と事務室にてありしならん最も新しき所を貸し与へられ気候は宜く菓物は沢山誠に別天地の心地し待遇の委敷きは
更に又報すべし先づ以て安心あれ併し負傷は長日子を経されは全快に至る間敷く昨日は軍医監佐藤閣下の診断を受けたるが当分は外出も出来
間敷く鬱々として引籠り摂生するの外は無かるましく「ケオルキ」は目下何地に居るか多分米國ならん直ちに伝達せよ着信次第電信にて一同の
安否を返電せよ云々

余の再報着書次第直ちに総督県令に伝へ日本俘虜を一層優待する様に云々

M38.04.14 在露の日本将卒 士官六十五人、下士三百八十二人の日本捕虜を収容せるノヴゴロードなるメドヴイヂイ村（熊村といふ義）は純然たる小日本と化し室内の装飾は
勿論其他一切日本的となり一見日本に赴きたるが如し頃日ノーウオエウレミヤ通信員は捕虜訪問に行きたりしが一人として書見せざる者なく読

書に熱心にして頭を上げたるものなし記者も意外の事に感服し日本兵は毎日此の如きかと衛兵に問へり衛兵答へて曰く
実に然り昼夜一言も発せず或は英語を学び或は仏語を学ぶ者又は露語を学ぶ者あり誰も露語を教ふるものなきも日本人の一人は露國字書を編
輯しつゝあり又日本人は沈黙にして如何に天下に沈黙の人ありとも日本人程沈黙の人あるなし

と語りたり記者は日本捕虜の勉強に敬服、驚歎しさぞかし寒村の事とて蝿が勉強を妨ぐるならん注意して蝿を追ひやれよと衛兵に注意し去れりと

流石は日本の軍人哉と近着デル、ゲセルリーゲは掲げ居れり
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俘虜収容現在数 開戦以来二十一ヶ所の収容所へ収容せる俘虜の去七日の現在数は左の如し尚ほ今回奉天方面に於ける俘虜も傷病者にして後送し得られざるもの
を除く外大体に於て輸送分配を終了したる由
各師管 将校 下士卒 計

第一 習志野 ……… 三〇〇〇 三〇〇〇

佐倉 一〇 三一一〇 三一二〇
高崎 一一 五一一 五二二

第二 仙台 三七 二二一五 二二五二
第三 静岡 一〇九 一一〇 二一九

豊橋 四〇 四〇 八〇
名古屋 一一一 一一〇八 一二一九

第四 濱寺 ……… 二七九二五 二七九二五
大津 二〇 一五一〇 一五三〇

伏見 二〇 一五二九 一五四九
第五 似島 四七 一九二七 一九七四

山口 四六 五〇〇 五四二
第六 熊本 二〇 一九六八 一九八八

第九 金澤 三七 四四八五 四五二二
第十 姫路 ……… 二一八五 二一八五

福知山 ……… 一一〇〇 一一〇〇
第十一 松山 三九三 三二八〇 三六七三

丸亀 ……… 三五〇 三五〇
第十二 大里 ……… 一九六三 一九六三

小倉 二〇 二〇 四〇
福岡 ……… 一八〇五 一八〇五

計 九一八 五七八四一 五八七五九

俘虜大尉の伯父１６ でダビヤグリゴリバ（四十四）なるもの当地収容中の甥大尉に会ひたさに去る七日神戸入港のタイサン号で上海から着し目下仝地に滞在して仏国
領事の手を経面会の手続中ぢと云ふことぢや

来るべき俘虜 昨日現在の当地収容俘虜総数は将校以下三千八百五十一名であるが尚ほ此上に三百余名は収容予定の俘虜患者があるさうだ

フエルト少将 毎々記した彼の奉天の負傷俘虜でバラックに収容されてある仝少将は戦闘中投降したのでなく奉天陥落前に負傷して奉天の病院内に収容されて
居たのだが味方壊乱の際取残されて終に我手に帰したのだげな

暴行将校の転送 先月廿五日城北バラックで我が衛兵水田一等卒を棍棒で殴打し負傷せしめたコサック騎兵一等大尉アレキサンドル、エゴヲローフ１７は取調終りて
軍法会議に附すべく当地から丸亀へ護送し去九日丸亀収容所へ入れられた

M38.04.15 ●●の期日 は果して何日からであ[らうと]民間では色々と憶測を下して居る[さうな]が聞く処によれば昨日あたり陸軍[省から]自由散歩許可に関する露文の

書類[が収容]所へ着した筈であるから収容所で[は愈よ]各俘虜将校の宣誓に着手し然る後●●●するのである、或は来月上旬位か[らにな]るだらう
と想像する

１６ M38.04.09「俘虜の叔母」記事中のグリゴリエスという露國婦人と同一人物なので、伯父ではない。
１７ 陸軍一等大尉「アレクサンドル、エゴーロフ」、犯罪名は衛兵殴打、処刑月日は明治 38 年 4 月 20 日、刑名は重禁錮一年。（『俘虜取扱顛末』、附表第十九号）
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●●●●する 自由散歩が許されたら嘸●●●俘虜将校が毎日毎日ゾロゾロと市●●●散歩するだらうと想ふ者があるか●●●●却て是までよりか減ずると云
ふ●●●結果を見るだらうと思ふ、何故な[ら自由]散歩と云ふた処で一週七日の内●●●●ゝないで他の六日中仮りに月水 で火木土は午後
と云ふ風に半日づゝ●●●ことが出来ぬ、ツマリ一週三日●●●ことは出来ない様になるだらうか●●●如く警衛者が附けば午前も午后●●●出
られた時に比し或は減はすま●●

●●●● 旅順の投降俘虜が来松した●●●●の籠城で万事に不自由を感じ●●●●分取りにした軍資が沢山あるも●●●●矢鱈に何んでも彼でも買ふて
●●●●大に購買力が減じて湊町あた●●●●なかなか素見が多い、畢竟賭●●●●片ずんで終つてあるものはあ●●●●たら文なしのが多いか
らだら●●

M38.04.18 俘虜二名死亡 去る四日収容せられた奉天の俘虜で第十五師団第一旅団第五十八連隊第二中隊歩兵軍曹ウースチン、ウルコゾールは右大腿骨折貫通銃創及び大腿
貫通銃創で十四日午後七時、仝十日収容の仝上第八十七メシロートスキー連隊の卒ワシリー、ブルーイキンは両下腿榴弾創で同日午後九時五十分
共に黄泉の人となつた

新来俘虜二百人 は十五日到着の筈であつたが予定より少し遅れて十六日午前七時頃汽船近江丸で高濱へ着港した、で直に上陸を始め収容所本部から出張の井上、
大島両中尉が受領し十二時二十五分に古町へ着したのであつた、担架を要するものが六十三名、他は何れも徒歩で午後三時バラックへ収容を終へ
た、其の員数は下士が四十四名、卒が百五十六名で無論何れも奉天の負傷だ

俘虜少将を慰問す 篤志看護婦人会愛媛支会副会長安藤菊子夫人は会員を代表して一昨日バラックに俘虜少将を慰問し砥部焼花瓶を寄贈した、其際通訳は同夫人の良
人安藤知事は公使舘書記又は大学校に教師として久しく露都にありし事を紹介した処同少将は非常に心強き様子で私も開戦前に知事に推選され
て居りましたが開戦となりし為沙汰止みとなりました私は露土戦争に於て左足に負傷し今度は右足を傷けましてまだ足が立たぬので困ります何
れ足が立つ様になりましたなれば御礼に参上しますと謝意を述べたげな、同人は如才なく気軽な方で才子的の人物ぢやさうな

M38.04.19 バラックの現員 城北バラック病室の収容俘虜数は患者総計千九百六十四名で内少将一名、大佐一名、中佐五名、一等大尉十名、二等大尉廿二名、中尉廿九名、准
士官廿四名、曹長廿名、一等軍曹百六十八名、二等軍曹百六十三名、兵卒千五百七名、外に衛生部員十一名（内三名患者）、健康者百十四名（内
営倉入り一名）である

死亡者 又々最近奉天附近より後送されバラックに収容中の俘虜臀部骨傷貫通創兼左背軟部貫通銃創のラールスキー歩兵第二百四十一連隊第十一中隊二
等軍曹ニコライ、ゾーリンは去十六日午后二時十分死亡した、仝人が負傷の模様によると皆後ろ疵である、して見ると全く敗北退却に際し我が追
撃のため負傷したものと思はれる、また過日来た将校八名の内四人も皆な後ろ疵であつた、以て彼れ等弱虫共の敗北の状態が思ひ半ばに過るので
ある、今一人右大腿貫通創兼肺炎の第三十一師団第百二十一連隊第十三中隊卒ワリヤヂンコ、タザーエフ（猶太人）も十七日午后七時三十分に死

亡し何れも昨日例の如く葬儀を執行した猶ほ同所における是れまでの死亡者総数は四十二名で其内近着の俘虜即ち奉天附近の患者に最も死者が
多い現に本月に入つて昨日迄に既に十四名の死亡者を出した、以て重傷者の多大なるを知るべきである

自転車と写真機 俘虜将校中重に海軍士官仲間では近頃大に自転車が流行して庭園の広い雄群収容所なんかは収容所構内で乗廻すことが出来るが其他は然う自転

車の稽古するほどの余地がないから多くは道後公園などへ出掛ける、で此頃の公園は毎日花下に自転車組のロスを見ぬ日とてはなし時には周囲の
大馬場で日露両国人のレースを遣つて居ることもある、又海陸軍将校とも写真機を買ふて散歩に出る毎に市内各所でチヨイチヨイと撮つて居るの
が多く一番町収容所の将校は殆んど人別位に之を携へて居て外出せぬ日は門前に出て通行人等を写して居ることもある

M38.04.20 恋女房と男装婦人 毎々本欄に花を添える伯爵少尉ベンケンドロフの内縁の妻と称するフヨードロフは西堀端町の神宮横に、又予備少尉タノフマトエフの内縁で男装

婦人として知られたバグダーハは榎町の郡役所斜向へ爾来家を構へて居るが如何なる訳か両婦人とも余り其恋慕ふ男に可愛がられぬ方でドチカ
と云へば片思ひの方ぢやと云ふことだ、元来収容所の取締規則によると将校の家族となると一定の日時に其親なり夫なりの俘虜を訪問することも
出来れば俘虜の訪問を受けることも出来るが家族以外親族となると自分が収容所へ行て俘虜に面会することは出来るけれど（家族でも親族でもな
き外国人は一々陸軍大臣の許可が無くては面会が出来ぬ）俘虜の方に来て貰ふことは出来ぬのである、乃ち右の両婦人は未だ結婚届の終つて居ぬ

情なさには親族扱をされて居るので毎々其恋人の収容所へ音づれるが二日も三日も続いて不在であつたりすることもあるし又折角会ふても頗る
冷淡な挨拶を受けるとのことで両婦人とも聊かアテが外れたらしいとのことだ、ソレも其筈フヨードロフは初め歴然とした家の娘の様に噂された
けれど其後聞く処では旅順に居つた曖昧もので云はゞ高等売淫ぢやとのことである

自由散歩開始期日 は未定なれども多分来る二十五六日頃より実施するだらう
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宣誓式 別項の如くいよいよ近日より俘虜将校に自由散歩を許すに付き河野委員長は今廿日正午より将校一同を松山中学校講堂に集め宣誓式を執行し開
放後の心得に就て厳重に訓戒を与へるさうな

M38.04.21 監督将校更迭 一番町収容所監督将校米田少尉、勧善社仝田邊少尉、雲祥寺仝森山少尉の三氏は今度監督を免ぜられ当補充大隊附大尉和田敏夫氏は病室、仝伊藤

宗義氏は勧善社、少尉西内三次氏は一番町、中尉内川●氏は雲祥寺の三収容所監督を命ぜられ昨日双方事務引継をした

非戦闘員解放 バラックにある非戦闘員中二等軍医正ワシリー、フレーロフ、二等軍医イサク、フワイン、仝シヤー●、グース、仝ラフアイル、ベールマン及び
看護長以下衛生部員七名、山越収容所にある商人グリシユーク、二番町にあるケンメルマン大尉の妻の従卒、並に衛生部員の従卒等合計二十三名
は今回解放帰国さるゝことゝなり井上中尉引卒のもとに本日午後出発神戸に送り二十三日仝地仏国領事に引渡す筈である

俘虜現在数 昨日調左の如し
収容所名 将校 下士 兵卒 計
病 室 一〇六 三五一 一五〇七 一九六三

公会堂 四四 一 三九 八五
一番町 四一 一 三一 七三
出淵町 二六 … 一三 三九
勧善社 一〇 二九 一八八 二二七

大林寺 六四 二 九九 一二五
妙清寺 … 一三 一一三 一二六
妙圓寺 三八 … 二三 六一
法龍寺 一 … 九七 九七 ※将校はゼロなのでは？

正宗寺 三三 一 三〇 六四
雲祥寺 … 三 一二一 一〇四 ※合計一二四名なのでは？
山越第一 … 五〇 三二六 三七六
仝 第二 六 六三 四〇六 四七五

雄 群 四九 一 四五 九五
合計 四二三 五二四 三〇八六 四〇三一
衛生部員将校四、下士二、卒五、及び小児一

俘虜宣誓式 将校の自由散歩及び妻帯者民家居住は彌よ本日より実行さるゝに付き予記の通り昨日午後一時より松山中学校講堂に於て行はれ岡部衛戍司令官、
河野収容所長以下係り官臨場三百余名の健康将校一同は各監督将校に伴はれて入場し無事宣誓を終へた筈であるが其宣誓書は日本文と露文で認
めた石版刷のもの各二通へ署名さすので一通は本人、他の一通は収容所で保管して置くのである、宣誓文は左の如し
下名は俘虜として俘虜収容所外に自由散歩を許可せらるゝに付ては散歩中決して逃走を謀らず特別の許可なくして指定の地域外に出でさるは勿

論左の事項に違反せざることを露國軍人たるの名誉に訴へ（全能なる神の名に於て）茲に宣誓す
明治三十八年四月 日

一自由散歩は指定の地域内に於てし且指定の時間に相違なく俘虜収容所に帰来すること
二散歩の中は郵便及電信等一切の通信を決して発受せず又他人に其の発送を委託せざること
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俘虜将校の自由散歩 は愈よ本日より日曜祭日を除く隔日に半日づゝ許可されるのだが其区域制限等は大体予て本紙に記した通り公会堂を中心として半径四千メート
ル（約一里）であるが西南部石手川以南の小部分は郡中警察署の管轄であり小部分の為め他警察を煩はすの繁を避けるためと東南の一部は山脈連
綿として取締に不自由なから此二方面は特に四千メートル以内だけれど区域外となつて居る、而して区域境は念の為棒杭を建て置くこととなり昨
日要部々々へ之を建てたが其個所は乃ち左の通りである

道後宝厳寺前、祝谷保健病院前、仝東照宮前、仝天神橋前、山越還熊八幡宮前、好藤村ヨウカイ山、加茂川橋、大山寺船ヶ谷、船越山西端、古
三津●北端、仝西方本道上十字路、味生村字東部別府村、生石村高岡西端、仝久保田北端、余戸村西北端、余戸停車場前、古川南端、伊予豆彦
神社鳥居前、北井門北方橋梁、石井村字越智南方本道上、星ノ岡兒玉八幡鳥居前、仝東方道路上、福音寺若室八幡屋社前、畑寺三島神社前、正
円寺大福寺前、東野東山社前、石手川岩堰

M38.04.22 自由散歩は本日より 将校の自由散歩は二十一日より実施さるゝ様前号に記したが●●誤聞にして彌よ●二十二日より実行されることゝなり昨日命令があつた、但し民
家居住の事は陸軍大臣の許可を得なければならぬからまだ数日の後でなければ行けぬとのことだ

宣誓式の模様 は前号にも記した処であるが当日は恰かも朝来の降雨であつたから集まる将校の多くは番傘や蛇の目や日本の傘をさして出かけ外套、蝙蝠傘等は

アマリ見受けず又腕車を駆つて来たのも百名ばかりはあつた、扨て一同着席すると河野所長から自由散歩になつて後の心得等懇ろに申聞かせて宣
誓し意外にも宣誓者は約三分の一しかなく宣誓を肯ぜぬものは直に帰所に就かしめ其跡で宣誓者に署名せしめたのだが宣誓せないと云ふのは多
く海軍将校の様であつた、其宣誓をせないと云ふのは●するに未だ充分意味が疎通せないからであらうが中には我々は俘虜であるから外出すれば
衛兵が跟随するのは当然のことだ何も宣誓までして自由外出せなくともよいなどゝ云ふものもあれば又自由外出は却て従前より窮屈である何故

なれば仮りに立寄る商店でも何処か不都合な店だか一々覚えて居ることは出来ぬが衛兵が附いて居て呉れゝば其方が寧ろ心配がなくて安心だな
どゝ云ふものもあつたげな

宣誓者百五十名位 一昨日宣誓したのは僅かに百十名であるけれど昨日も尚ほ収容所本部へ出頭して宣誓をして居たのもあつた様子だからツマリ宣誓するのが百五

十名位はあるだらう、而して其外出は予ても記した通り隔日に午前は六時より正午まで、午後は正午より六時までと二回に区分して散歩に出られ
るので飲食は道後に限られてあるさうな、道後だと云つた処で又松山の商店でも不都合だと認められたら直に立寄禁止となるから往く往くは剣銃
を持た歩哨が立番する家が沢山出来るだらうとのことだ

M38.04.23 救護班の劇務 現今バラックに於ける俘虜患者は将校下士卒を合せ千八百余名の多数となり其内救護班の受持は幾んど千五百名である、依て一救護班担当人員の
規定百名であるけれど現今の処では一班に三百名の割合となり規定よりは三倍の担当となつて居る、其繁劇勤労は実に察するに余りありと云ふべ
しだ

エゴローフの処刑 曩にバラック構内にて我が衛兵を殴打創傷せしめたコサック騎兵一等大尉ヱゴローフは善通寺軍法会議の結果去廿日重禁錮一年に処せられたさ

うな

百五十六名 一昨々日と一昨日とに宣誓して彌よ昨日より自由散歩を許されたものは合計百五十六名である

入浴日と立寄禁止家
屋

自由散歩は月水金の午前と火木土の午後とで昨日正午より第一回を実行せられたのであるが道後温泉入浴日は月水金の三日と限られてある、又立
寄禁止個所は俘虜将校の妻携帯者住宅及び道後以外の料理店、飲食店、宿屋で二階三階へは決して上ることは出来ぬことに定められて居る

訓授と巡査分配 松山警察署では昨日午前俘虜自由散歩区域駐在巡査及び所在地勤務巡査を集めて今後の取締に付き田中署長より一場の訓授があつた、又仝署の巡
査部長と巡査四名は昨日より道後分署へ配属せらるゝことゝなつた

非戦闘員の出発 非戦闘員の故を以て解放帰国を許された衛生部員十一名と商人一名と及び旅順に於て宣誓解放を許されたけれど主人たるケンメルマン大尉の妻
の従卒と都合十三名は一昨日午后五時四十分古町を発して神戸に向ひ松山を出発したけれど同日は汽船の着港なかりし故同夜は久保田に一泊し
て昨朝八時過出帆の汽船に乗じ神戸へ向ひ出発した

M38.04.25 俘虜の日本俗歌 俘虜の中には何時の間にか邦語に習熟して頻りにシヤレて居るのがある、先日も或る収容所の炊事場で四五のロスケ先生大釜を囲んで雑炊を拵へ
ながら「お前死んだら墓へは遣らぬ焼いて粉にして酒で飲む」なんかんと唸つてるのを聞いた
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将校の女郎買 愈々去る廿二日より自由散歩を許したので時辰儀十二時を報ずると同時に各収容所の将校は或は腕車に或は自転車に三々伍々道後を指して飛び
出した、買春目的者が多かつた様子で先づ道後湯の町丸福家の津田の新店へ押し掛け押し掛けビールを幾コップも飲み干し酔に乗じて松が枝町に
出掛け最初に上つたのが夢の家で俘虜十八人の同家での散財高が六十円、一人の上げ代金が壱円五十円で外に多少纒頭も貰ふたらしい、それから
泉五で二枚鑑札を上げたが、雪子、三光、達磨また蔦屋では玉吉、玉菊、小濱等で其の上げ代金一人十円と定めてやつたそふなが何れも意外に早

く……比較的高価につくなど言ふて呟いて居るのもあつた外に開運樓、好晴樓、岡猪樓等へも上つたが其内最初の夢の家に上つた内には佐官あり
参謀あり随分立派な将校があつた、泉伍に上つた内には又明後日来るからと言ふて仕切せずに去つたのもあつた

上品な俘虜 仝日彼れ等俘虜将校は此外公園の頂上なる店にも夥しく立入つたがそれ等は極めて高尚な風体でビールに蜜柑などを腰掛けのまゝやつてすまし

たのもある、又津田の店や城戸屋の休憩所でも同じくビールに果物抔でやつて居たが彼れ等は頻りに洋風の料理を喰はせと要求したけれども両所
とも其設備が無いので追つて其需に応ずると云ひ聞かせて断つて居たが昨今は多分其準備も出来たらしい、此の自由散歩の為め憲兵、警官は非常
に繁忙を極めて居たが右の俘虜等が時間を誤らずして規則通り帰所したのは感心である

M38.04.26 俘虜将校の散財 自由散歩が許されたので俘虜将校は追々遊冶の程度増長し一昨日は朝早くより続々道後に押し掛け松ヶ枝の泉伍、丸福の津田店などで数名の芸妓

を揚げて散財をやつて居たが芸妓は彼等を呼ぶに俘虜さんとやると俘虜は之れを制してソレはよろしくない露助といふ最もよろしいなど言つて
俘虜と呼ばるゝを非常に嫌つて居た又た芸妓連は興に乗じて「日本勝つた露西亜負けた」と唄ふと俘虜はまた其歌よろしくないやめる宜しいな
どゝいふて頻りに其歌を制止したそうな

基督復活祭 正教を以て国教とせる彼等は将校を初め下士卒に至るまで基督復活祭を執り行ふ筈で品行の善いものは既に一週日前から謹慎をして居たそうだ
が愈々一昨廿四日から向ふ七日間バラック内の会堂で復活祭を行ふた、デ彼等は習慣として物品の贈答を行ひ又は会堂の装飾抔に忙しかつたとの
ことである

収容所を分つ 宣誓をして自由散歩を許されたものとしない者が交つて収容されて居ては彼等の為めにも亦た取締の為めに不便少なからずであるから近日また
収容所を分つことになるそうである

第二回宣誓式 過日の宣誓式に肯ぜなかつた将校の中には失敗つた宣誓すべきであつたとの感を抱いて居るものが少なくないから来る二十九日再び宣誓式を執
行する事となつた

M38.04.27 滑稽なる舞踏 一昨二十五日午後三時頃のことであつた妙清寺収容所の兵卒一組二人宛の三組計りが椽先に出て互ひに手を取り合つてバイオリン様の楽器を掻
き鳴らしつゝ愉快げに遊んで居たスルと何うしたことの間違ひか或る一組の兵卒同志で喧嘩を始め押し合ひ突合ひ拳固で擲り合ひ果ては楽器を
取り上げて庭先に投る抔の騒を遣かすので衛兵が駈付けて制止するのも構はず遂に椽先にあつた炊事用の道具を破る抔の乱痴をやつたが双方共

何んの為めに喧嘩したのだか自分で訳が分らないと云つて居るとは滑稽

将校、将校の腕を折る 之れも廿五日午後二時頃のことである妙圓寺収容所の海軍少尉二名が卓を囲んで酒を飲んだは善いが遂には食卓の上に上つて角力を取つて居る
中太きい方が何か腹を立てゝ突然少さい少尉を引掴んで卓の下へ打ち付けたので少さい先生腕を折りウンと云つて目を白くして居るので係り官

は兎も角医療を施すべくバラックへ送つたとのことである

女郎買と芸者買 自由散歩で大喜びの将校等は道後松ヶ枝の遊廓へ日参をして居る最初の二十二日は二十二三名であつたが二日目にはモウ三十名となり三日目に
なると四十名に余つたとのことで夫れも下等娼妓屋の夢の家が大部分を占めて居るのでロセイラ、ラタイスキー、ニツコリスキー抔の先生はアナ
タ最モ宜シイ、金鎖アゲマス、明日来マスイヤ毎日来マスと云ふ風で浴衣を作つて女郎に預けて置くのもあれば八重衣サン居マセヌ、直ぐ帰る、

待ちマス抔と目尻を下げて居るのもあるされど又た幾分か上品な方になると西洋料理を命じて芸者に三味なぞ引かせ半玉に舞はせて楽んで居る
ものもあつたとのことである

M38.04.28 露國華族婦人来る 清国上海より神戸に来り居し露國華族婦人は通訳一名と共に昨日午後来松した筈目的は俘虜将校中の夫とか甥とかに面会せん為めだと

祝電頻々 復活祭の事は毎々記す通りで彼等が非常に重視して居るものであるがバラック其他に居る将校連は過日来本国の教会や公私団体、知己、親戚に当
てゝ頻りに祝電を発して居るさうな

コンニヤク肌 道後温泉の権助に聞いて見るとロス君の肌はいづれもブリブリグチヤグチヤして蒟蒻のごとく婦人の肌によく似てるそうな、而して湯から出るや

否や碌に身体を拭きもせず乾かしもせず濡れた儘へシヤツを着込んでサササと往つて仕舞ふとは妙な習慣ではある
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M38.04.30 奉天負傷者死亡 奉天附近会戦に負傷して我が軍門に降り本月十日バラックへ収容せられたアレキサンドル、ボールスキー歩兵第百六十一連隊の上等兵アフラナー
シーラーザレフは右前額骨傷管砲創兼左前膊骨折盲管砲創のため二十七日午前十時半頃死亡したので翌二十八日午前十時より例の鈴木司祭が葬
儀を行ひ十一時出棺正午埋棺を終へた、又第四十一旅団第二砲兵隊の卒イグナーター、クープリスも右大腿軟部盲管銃創兼肺炎のため同じ運命に
落ち去る十日来バラックに在りしが二十八日午前一時と云ふに是も帰らぬ旅路に赴いたので昨日例に依つて例の如く葬儀執行に及んださうな

俘虜新来 前号に記した１８伝染病患者（二十五名）１９は昨日午前十時宇品発の汽船で当地へ来着し仝日午後バラックの伝染病室へ無事収容せられた

俘虜大尉の叔母 グリゴリエーフは来松後城戸屋に投宿中であるがいよいよ当地へ永住することゝなつたが未だ適当の家屋を見とめ得ず昨今頻りに探索中である

郊外散策者少し 自由散歩が許されたら必ずや道後や市街に限られず遠く郊外に出かけるものが多からんと思ひきや左はなくて存外そんな連中がなく幾かに石手
川堤防などには自転車の遠乗者があるが其以南には未だ曽て彼等の散策を見ぬとのこと

M38.05.02 死亡卒の葬儀 前号に一寸記載した如く砲兵第四十一旅団第二中隊の卒イグナーツ、プープリシユは去三月三日奉天附近に於て戦闘の際右大軟腿部盲管銃創を受

け次で肺炎を併発し仝月十一日我が衛生隊に救助せられ午后遼陽大連兵站病院を経て去月十日バラックに収容加療中の処心臓麻痺に由り二十八
日午前一時頃死亡したものだから二十九日午前十時頃より仏国宣教師シヤロン氏埋葬の式を行ひ例により儀仗兵四名、俘虜中の会葬希望下士六十
名附添ふて山越の陸軍用地へ埋葬を終つたのは正午少し前であつた

宣誓をせぬ将校 の散歩外出日は月水金が午後、火木土が午前と定められて居る、又道後温泉入浴日は仝将校も下士以下も共に月水金の午後である

再度の宣誓式 松山俘虜収容所では先日の自由散歩宣誓式に宣誓を肯ぜなかつた将校に対しいよいよ結局の宣誓諾否を決せしむるため昨日は各収容所毎に其将
校を本部楼上に呼取り再度の宣誓式を行ふたげな、ツマリ宣誓者は二百名以上に達したゞらうと思ふ

松ヶ枝町の大閉口み 道後遊廓松ヶ枝町は俘虜将校の自由散歩で大当り大儲けの様に見受けられるけれど其実昨今大閉口みだと云ふ訳は成程自由散歩の第一日は相当
ハヅんだけれども其後追々スロ客が減少する一方に於ては値段を値切つたりするものが出来るはまだしも、ロスに出るから汚いと云つて日本人の
客足がトンと絶ゑたので多くの樓足は青息大息で居るさうな

M38.05.03 演劇を催す 山越収容所は其収容俘虜数が多いだけ夫だけ多趣味多方面の人間が混じて居り中には手品師や軽業師も居つて大に中間の無聊を慰する趣は予て

聞く処であつたが今度姫路の俘虜の顰に做つて演劇を遣る許可を得たから昨日正午より来迎寺収容所へ参集し数番の露劇を演じたさうな

傷死相亞ぐ 収容俘虜の数が殖えると自然死人の数も殖へることで当地病室には此程毎日の様俘虜兵の死ぬるのがあるが多くは傷の為に致命するのである、厳
に去る二十九日にも一名の上等兵と三名の卒とが死んで一昨日其葬儀を行ひ一昨日もまた一名の卒が死亡した

女郎は買ひたし銭は
なし

とは正にこれ俘虜昨今の境界で多数の俘虜は今や只管仏国のフオサリユー氏が来るのを待つて居るさうな、道理で近頃は松ヶ枝町へ行くのが一日
二三名位に過ぎぬげな

１８ コピーなし。
１９ 赤痢患者関東要塞砲兵第三中隊の卒アルヒプフオキンは十五日午後五時三十分頃死亡した（『海南新聞』M38.5.18）。
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M38.05.04 外出止め 昨日は靖国神社臨時大祭で収容所が休暇の一方に当補充隊の一般兵卒が外出を許されたので仝日は一般に俘虜将卒の外出散歩を止められた

善通寺へ転送 既記の如く２０善通寺収容所へ転送すべき俘虜（下士以下）はいよいよ本日当地を出発せしむることゝなつた、引卒官は本部附の大島中尉で、檜枝、
和田両通訳が附添ひ２１午前八時松山紡績会社前に揃ひ徒歩で高濱に赴き御用船土佐丸に乗船出発の予定で転送さるべき下士卒は左の通りである

下 士 兵 卒 合 計
山越第一 四〇 二四八 二八八
仝第二 四〇 一九五 二三五
合計 八〇 四四三 五二三

勧善社 一九 一三六 一五五
雲祥寺 二 九五 九七
法龍寺 〇 九七 九七
妙清寺 一一 一一七 一二八

総 計 一一二 八八八 一〇〇〇

俘虜の演劇 既記の如く一昨日午後山越第二収容所来迎寺に於て俘虜が演劇を催したから記者も鳥渡往つて見たが其時は已に数番を演じた場合であつた、見れ
ば仝寺本堂の左側に赤毛布を引廻はし其前面に白金巾の幕を引き天井には縄を十字形に引きて紅提灯数十を吊し其下で演じて居つた、記者が往た
ときには一個の俘虜先生は前面に向ひ直立して何か喋舌て居たが之が終ると其白幕を引く処などは我国のヤリ方と少しも差違は無い、次に幕が明

くと今度は七八人計りが円形に立つて我が国の謠の地とでもいふべきものを連吟した又其次に幕があくと奥の方から獣毛を以て包まれたむくむ
くした動物に跨つた男が出で来た、其男は上の尖がつた烏帽子様のものを冠り大形の更紗で製した異様の服を着て居たが顔は墨もて極めて滑稽的
に造つて居る、彼は其動物に跨つたまゝ舞台に出現し又一人の男が其処へ出て頻りにトツタリ的の芸を演じドヽ右の異様な男は其動物を探つて軽
業的の芸を演じて終つたのである、別に巧妙な処も無けれど俘虜の芸として見れば趣味がないとも云へぬ、当日は之れを見やうと思ひ各収容所よ

り車を馳せ又は徒歩して出掛けたるもの非常に多く来迎寺の本堂に充満して立錐の余地が無い位であつた

M38.05.06 俘虜の入れ替え 千名と云ふ多数の俘虜が一時に転送になつたから各収容所とも大分アキが出来たに就ては昨日いろいろ入れ替があつた、で今明日中にバラックか
ら二百名ばかりの退院者があるとのこと

転送者出発 一昨朝松山を下つた俘虜一千名は岡部旅団長、河野所長及び各副官等の見送りを受け高濱港で土佐丸に乗り午後零時半出発し仝七時多度津へ着船
したさうな、因に此転送者は何れも陸軍ばかりで雲祥寺に居た波蘭人も悉皆送られた

散歩宣誓者 将校の自由散歩宣誓者は結局百九十名に止つたさうな、而して非宣誓者は是迄の如く度々外出することが出来ず一週一度位しか散歩に出ることが

出来ぬやうになるだらう

昨日の俘虜現在数 は三千四十一名にして内患者一千五百五十一名である

外出止め 今明両日は地方招魂祭に付き俘虜一般の外出を差止めらるゝ筈である

収容所閉鎖 山越第二収容所の内龍穏寺、浄福寺、来迎寺の三収容所は昨日閉鎖し天徳寺は第一収容所へ合併された

M38.05.07 俘虜軍曹の死亡 旅順の傷兵として松山バラックに収容治療中であつた東部西伯利亜狙撃歩兵第二十七連隊第四中隊歩兵二等軍曹レヲンチー、クーワスウインは砲

弾の破片の傷が癒へずして遂に四日死亡したから五日午後例に由て鈴木司祭々主として葬儀を行ひ山越の墓地へ埋葬した

ロスの通がり ロスの松ヶ枝町に出入するのは初めの程こそキマリ悪げにやつて居たが此ころは現晴れに幾たびも仝町を上つたり下りたりし中にはぞめき素見
と洒落込み値段の懸引応対を済ませた上でなければ登樓せず馴染女のある分は新調の寝間着を持ち込むなど中々通がつてるそうな

M38.05.09 監督官と通訳 山越第二収容所閉鎖に付仝所の監督将校歩兵少尉渡部友吉氏は隊附に返り仝第一収容所附通訳神谷薫氏は公会堂附に転じ其後任は酒井泉氏が命
ぜられた、又似島収容所附であつた通訳西梶源重、栗山関太郎、古賀百一の三氏は今度松山収容所附に転じて不日来任の筈である

２０ コピーなし。
２１ 檜枝和七〔M37.8.9来任、公会堂・出淵町〕、和田三郎〔M38.2.●着任、バラック附〕。両通訳は第16回水曜会（明治38年 4月 26日）が最後の出席で、以後報告がないので、善通寺へ
転任したものと推測される。
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松山分院と病室 俘虜患者の治療は従来収容所から松山分院へ委托してあつたのだが斯ては双方不便なことが多いさうで今度全然分院と収容所病室とを分離する
ことゝなつた、其収容所附衛生部員は左の通りである
三等軍医正 江口雷次郎▲二等軍医 和田英太郎▲三等軍医 國分禮吉▲仝 高橋厚太郎▲仝 利岡貢▲三等薬剤官 三間治吉

M38.05.11 将校の入れ替え 予て記した通り自由散歩宣誓将校と非宣誓将校とを混同して収容した置くことは取締上不便が多いから収容所を異にすることゝし昨日之を実行
した、則ち宣誓将校収容所は一番町、正宗寺、雄群、大林寺の四ヶ所で非宣誓者は公会堂、出淵町、妙圓寺、勧善社の四ヶ所へ収容された、但し
タゲーエフ少尉のみは宣誓者だけれど特に勧善社へ残されて居る

タゲーエフの著述 例の名物男タゲーエフ少尉は相変らず隙さへあれば執筆を遣つて居るが目下は旅順戦誌を草して居る、仝人は旅順の事情を精しく知つて居る上に

松山には旅順に歴戦した最も多くの将校が来て居るから戦誌を編むには最も好き時機であると熱心に筆を執つて居るさうな、随分長文のものとな
るだらう

俘虜の盗心 一昨日バラックから勧善社へ二百名と法龍寺へ七十余名との退院者があつたが彼れロス等は兎角盗心のある奴が多いので此位沢山一時に出ると

なかなか油断がならないとのことだ

M38.05.13 東京来電（十一日発）
逃走俘虜就縛

福知山逃走捕虜四名昨日丹後の城崎にて捕縛せられたり

民家居住を許さる 要塞砲兵中尉グリンスキーは予て宣誓の上民家居住の認可を願ひ出て居たが今度陸軍大臣から許可されたので二番町真部家の妻マリヤと同棲す
ることになつた、外に一名正宗寺に居るもので民家居住を願ひ出て居る正妻携帯者があるさうな

俘虜現在数 讃岐へ一千名送つたり死亡者があつたりしたゝめに其後大分減じて昨朝の現在数は左の通りであつた

将校 下士 兵 卒 小 計
患 者 七九 二九七 一一〇四 一四八〇

病 健康者 二 五 三 一〇
従 卒 … 三 四四 四七

炊事係 … … 四四 四四
室 癈疾者 … 四 八 一二

計 八一 三〇九 一二〇三 一五九三
公会堂 四九 一 四三 九三

一番町 三〇 二 二三 五五
出淵町 二五 … 一三 三八
勧善社 四六 一五 一五八 二一九
大林寺 五九 二 五五 一一六

妙清寺 … 二〇 一三九 一五九
妙圓寺 四三 … 二七 七〇
法龍寺 … 八 六六 七四
正宗寺 三一 一 二九 六一

雲祥寺 … 二一 八四 一〇五
山越第一 六 三六 三一三 三五五
雄 群 五一 一 四七 九九
民家居住 一 … … 一

総 計 四二二 四一六 二二〇〇 三〇三八
外に小児一名
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デンガルトの放免 彼の道後温泉霊の湯の番人井上のお花さんに懸想してみだりに信書を発した科で爾来営倉に監禁中であつた彼の妙圓寺の海軍少尉デンガルトは
一昨日赦免せられてスゴスゴ妙圓寺へ立帰つたさうな、而して其出倉の前日例のタゲーエフは収容所本部の井上中尉と共に営倉内のデンガルトを
訪ひ友誼上懇々と其不心得を諭し厳に将来を誡めた

河野大佐の写真２２ 正宗寺収容所の将校中には写真器械を持て居るのが多く随分精巧なのを携へて薬品等もいろいろ取揃へ昨今実地技術に就て研究を重ねて居るさ
うだが一昨日河野大佐が仝所を視察したときにも彼等は是非にと乞ふて大佐の英姿を数枚の写真に撮り大に喜んで居るとのこと

M38.05.16 宣誓と非宣誓 将校の自由散歩宣誓者と非宣誓者とを収容所別にすることになつたので入れ替があつた事は既記したが夫につき是まで仝じ収容所で狃馴染んだ
中を別れねばならぬやうになるのを厭ふて昨今は宣誓を嫌ふたものが更に宣誓を願ひ出たり又先に宣誓をしたのが今は取消願を出したりして宣

誓非宣誓別は左の通りである
陸軍 海軍 患者 計

宣誓者 将官 … … 一 一
佐官 一二 一五 … 二七

尉官 一一四 四四 … 一五八
非宣誓者 将官 … … … …

佐官 八 五 六 一九
尉官 八〇 六三 七四 二一七

総 計 二一四 一二六 八一 四二二

俘虜の売行 と云ふと一寸読者を訝からしめる標題であるが何んでもないこと、彼等は将校と云はず兵卒と云はず散歩の序を以て道後や松山の写真屋へ立寄り
三人五人多くは十人位も一緒に写真を撮つて居るが写真屋はいろいろと之れを増焼して店頭に陳列して居るので町村から出て来たものなどは紀

念のためとて之を買ふもの多く其売行なかなか多い様である

エツガルトとおたき ウスリー鉄道大隊附二等工兵大尉エツガルトの妻おたきは病気のため長崎の実家に帰つて居たが此程全快して再び来松西堀端町憲兵屯所の裏手
へ家を構へた、で夫エツガルトは今度其筋の許可を得こゝに同棲することになつたげな

民家居住者 将校の民家居住はあながち妻帯者に限らず特別の事情のあるものには之を許される筈ぢやさうで現に病室にある陸軍少将、雄群に在る公爵大佐、
七歳の女児を有てるイワノーフ大尉、文士タゲーエフ等も民家居住を許されイワノフとタゲーエフとはすでにエツガルト方の近所へ家を借つたさ
うな

M38.05.17 民屋居住者八名 前号にも記した如く其筋の許可を得て昨日民屋居住を許されたものは陸軍少将ガンゲルフエルー、仝大佐公爵ゲドロイツツ、仝予備少尉タゲーエ
フ、仝大尉エツガルト、仝イワノーフ、海軍大尉ワシリシンの六名でこれに疾く許可されて居る陸軍大尉グリンスキー及び不日許可せらるべき仝
中尉ゲンメルマンの二人を入れるとツマリ此特典者は総数八名である

借家に窮す 扨右の民屋居住者八名中グリンスキー（二番町）、ゲンメルマン（右同居）、ワシリシン（宮古町）、エツガルト（西堀端町二拾七番戸）の四名は
すでに其居所を得たけれど他の四名は適当の家がないものだからエツガルトは特に斡旋の労を採り松山警察署へも頼んで一昨日来頻りに捜して
居るけれど昨日の正午頃までは見当らないで困つて居た、ガンゲルフエルー少将は家のあり次第傷所は未だ癒えないでも民屋へ引移るのぢやとの
こと

M38.05.18 俘虜将卒の転送 松山俘虜収容所の将校五十一名従卒五十一名を静岡へ、仝将校二十八名従卒二十八名を福岡へ、仝将校二十一名従卒二十一名を熊本へ、下士以下
六百名を久留米へ転送することになつた、其出発期日は未定だが多分二十六七日頃であらう、而して其転送さるべき将校は自由散歩非宣誓の陸軍
将校悉皆に宣誓将校若干を加へるので海軍将校は皆松山へ残されるのださうな、又久留米へ送らるゝ下士兵卒は何れも寝具を携帯さす筈になつて
居る

２２ 武田家所蔵の「正宗寺収容所に於ける馬上の河野大佐」の写真は、この時撮られたものか？
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伝染患者死す 奉天の捕虜で四月二十九日収容せられた赤痢患者関東要塞砲兵第三中隊の卒アルヒプフオキンは十五日午後五時三十分頃死亡したので十六日午
後二時より鈴木司祭の葬儀あり儀仗兵三名、戦友五十七名が会葬して三時四十分頃山越墓地へ埋葬を終へた、因みに今日までに死亡したのは八十
名に余るだらう

英人夫妻 神戸在留の英国人ワイ、グーン夫妻は松山収容中の俘虜将校に親交なものがあるから面会のために来松し城戸屋に投宿中であつたが陸軍大臣の許
可証がないので面会が出来ず詮方なさに引返しちは一昨日のこと

平和後は京都に永住 例の工兵大尉エツガルトは浦岡タキと云ふ長崎美人を妻にして居る位だから日本語もよく出来日本の事情に通じて居る方だが彼は捕獲の当時七
万円と云ふ大金を所持して居り過日も浦盬から三万円の送金があつた位で俘虜中の富豪と呼ばれるだけあつて万事が鷹揚である、彼は平和克復の

後もモー露國へは帰らずにいとし可愛のおタキを連れて山水明媚の京都へ永住すると云ふて居るげな

書画骨董を見る 松山の旧家藤岡勘左衛門氏所蔵の古書画骨董等貴重品を十九、二十日に入札払となるので十七、八の両日下見をさすに付き俘虜将校一同は本日許
されてこれを見に行くことになつて居るさうな

M38.05.19 タゲーエフとイワー
ノフ

の両人が頻りに借家を捜して居ることはすでに記したが松山署の斡旋で彌よ萱町三丁目三十三番戸（税務署南東側二階附）を借り受け同居するこ
とゝなつた、少将と公爵大佐とも同居するさうだがまだ家は定まらぬ

デンガルトの宣誓 妙圓寺収容所に在つて紺屋の細君を手狃付け又霊の湯の湯女にモテたる露國式唐丹＝俘虜中の色男＝海軍少尉デンガルトは既記の如く営倉を出

るのを待兼ねて自由散歩の宣誓願を出して居たが昨日許されて収容所本部へ出頭し宣誓を行ふた、で同時に妙圓寺より勧善社へ収容さるゝことに
なつたげな、是よりは毎日々々道後停車場前に開店した例のお花さんの待合に行くことでがな厶らう

転送俘虜出発 静岡、福岡、熊本、久留米へ転送すべき俘虜将卒七百名はいよいよ来る廿五日高濱より出発することとなつた、静岡行は午前解纜で羽鳥中尉が引

卒し九州行は午後解纜河野大佐が引卒するとのこと

退院多し 奉天附近大会戦負傷者も此節続々全治しつゝある故退院者日に相亞ぎ昨今は日に三四十名位の退院者があるさうな

M38.05.21 藪の中が怪しいもの ロス目当てに長崎稲佐辺からゾロゾロ押かけて目下松山に滞在して居る怪しの女は確かに六七十名にも足りただらうが実際来て見ると稲佐あた

りと違つて此地は警察の取締が厳重なので市中ではトテもその怪腕を施す術なく詮方なさに此頃は石手川堤防の草薮を出たり這入つたりして居
り俘虜将校また出入をしておるとは怪しいものじやと云ふものがある

娼妓志願者 こゝに又道後遊廓にもぶれ込み公然娼妓となつて見ン事露西亜ッ坊を射落し呉れんづものをと名簿登録願をだした長崎及び広島辺のアバズレ女

は今日までに三十余名四十名近くもあるさうだが身元調の結果許されたのはまだ僅かに十一名しかないとのこと、他は多く詮議中だけれど全然不
許可の分も数名あり是等は多く帰途に就いたと云ふことじや

買娼少なし 右の如く松ヶ枝町の方はドシドシと外嬪輸入などをして彼等を歓迎（？）するにも拘はらず如何に露西亜ッ坊とは云へど流石将校と云ふ肩書があ

るから皆が皆女郎買に行くではなく近頃は大分遊廓通ひするのが減り行く様子である、又たとひ登樓したものでも仲居等が勧めを肯んぜず「アナ
タ然う毎日……ワタシ身体に好くありませぬ……」など云つて娼妓を呼ばず飲食をしたぎりで立帰るのもあるさうだ、茲一寸楼主ギヤフンの体か

江口軍医正 一旦松山分院附を罷められたる松山俘虜収容所病室附一等軍医正河口雷次郎氏は去る十七日附善通寺予備病院兼勤を命ぜられ更に仝病院松山分
院長となれり

M38.05.23 祭典 一年の三分の一は祭典に浸つて居ると云ふ露西亜教ほどあつて又しても昨日からニコラスの祭りを始め仝日は各収容所の将校等バラックに集会
して盛んなる祈祷を遣つて居た

従卒送致 名古屋収容所に在る砲兵中尉ジヤン、ウオッヌセンスキーと云ふものゝ従卒でハジル、テンギヌと云ふものが当松山に収容してあることを知つた
中尉は予て自分の従卒として側に置きたいから送つて貰へまいかと願つて居たが今度其筋の許可を得た、で来る二十五日静岡へ転送のものと一緒
に出発するさうな
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転送者警衛 屡ば記した通り俘虜将卒八百名を来る二十五日各地へ転出するに付き熊本、福岡、久留米行警衛として軍曹一名、上等兵二名、卒八名、静岡行仝
軍曹一名、上等兵一名、卒四名を松山補充大隊第六中隊より出し静岡行は仝日午前八時半古町停車場に集まり、久留米、福岡、熊本行は仝正午旧
古町停車場跡に集合することになつて居る

日本の武技に驚歎す 廿一日午前九時より十二時四十分迄大林寺収容所に於て左記の順序に因り撃剣会を施行したが仝所の俘虜将校は悉皆庭に出で椅子を格列て始終
観覧して居たが大に拍手喝采であつた会が終ると彼等は日本武技の進歩に愕いた様子で其場で早速撃剣道具を求めたき旨を述日本武技を学び度
き希望者が沢山出来たさうだ
一 傳流長刀平鎌小・鎌副小刀筒條表 望月ハル子／玉上フミ子／高村充長

神道無念流五加 西森彌三郎／堀田捨次郎２３

神道無念流立居合 堀田捨次郎
撃剣試合

（一）長野豊次／堀尾貫通 （二）西河 潔／金子 典

（三）今井兼敏／西森彌三郎 （四）佐伯幸太郎／金子元貫
（五）西森彌三郎／佐伯幸次郎 （六）金子元貫／今井兼敏
（七）小笠原 健／金子 典 （八）西河 潔／佐伯幸次郎
（九）銃鎗 小笠原 健／撃剣 今井兼敏

M38.05.24 転送俘虜の収容所別 左の如し
将校 従卒 計

静岡行 公会堂 四七 四七 九四
正宗寺 四 四 八

計 五一 五一 一〇二
福岡行 勧善社 二八 二八 五六
熊本行 勧善社 一〇 一〇 二〇

一番町 五 五 一〇

雄 群 五 五 一〇
正宗寺 一 一 二

計 二一 二一 四二
合 計 一〇〇 一〇〇 二〇〇

久留米行は何れも卒で法龍寺より百三十一名、妙清寺より百六十四名、雲祥寺より八十三名、勧善社より五十九名、山越より百六十三名、計六百
名である

転送俘虜の階級別 又明日出発せしむる転送俘虜将校の階級別を書くと

▲静岡収容所へ大佐アレクサンドル、ドブロフ、中佐五名、一等大尉四名、二等大尉十一名、中尉十一名、少尉十三名、員外少尉補二名、軍楽
長二名、技師二名
▲福岡収容所へ中佐フヨードル、サブルコーフ、一等大尉三名、二等大尉二名、中尉二名、少尉六名、仝相当官一名、予備少尉補一名、少尉補
一名、員外少尉補十一名

▲熊本収容所へ中佐アレキサンドル、ウエフリツキー、一等大尉五名、中尉九名、少尉五名、員外少尉補一名

傰帯洗濯に就て 一度び使用した傰帯木綿を洗濯させたり其他手入れの為にバラックに婦人を雇入れて居るが今度仝病室が俘虜収容所の直轄になつたに就て河野
所長は之を戦死者の遺族若くは出征者の家族で家計不如意のものに限つて遣らせることに定めすでに五六名は以前の雇女と更代せしめたさうな、

漸次悉くを替える筈である

２３ フォンワール大尉の撃剣教師（『海南新聞』M37.12.15）。
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M38.05.25 収容所閉鎖 山越収容所は本日の転送と共に全部閉鎖し夫が為め監督将校及び通訳に更迭がある筈だ

俘虜転送 は愈々本日九州行を河野所長が引卒し静岡行を羽鳥中尉が引卒し静岡行は第二扇海丸で広島に渡り汽車便で、九州行は門司丸で門司に行き夫より
は汽車で福岡に到り久留米を経て熊本に赴く筈である

自転車を乗かく 廿三日午後五時頃であつた、大林寺収容中の海軍将校ズヒシニキンと云ふものが自転車に乗つて人通り多き大街道筋を駈つて居ると小唐人町三丁
目で遊んで居た仝町永井徳太郎の長女ハル（八年）に乗かけたのでハルはアッと云つて倒れた途端に奥歯を傷めて血が出ると云ふ騒ぎ、俘虜は頻
りにペチヤクチヤ言ふて謝罪の体、小女は泣き止めぬ折柄雄群収容所の伊藤少尉が通りかゝつて俘虜をいましめ小女をいたはり徳太郎に対しては
医薬代が要る様なれば収容所へ云ふて来るやうにと諭して事済みとなつたげな

道後の此ごろ 道後松ヶ枝町には其以前四十八名の娼妓が居たぎりだが俘虜の自由外出と共に順次増加して目下は六十五名の白首が居るさうな、シテ一昨日午後
仝方面へ散歩に出かけた将校は五十名位で百五十円ほどを費消したとのこと、先づ是れ位が普通ぢやげな、尤も午後の方は彼等の腰が据つて居る
が午前はどうしても足止りがないとのこと

M38.05.26 男装婦人の転住 例の男装婦人として有名なるバグダノワは其夫マツエフ少尉が福岡へ転送されるに付き其筋の許可を得て昨朝榎町の旅寓を引払ひ夫と共に門司
丸で福岡へ赴いた

水浴と遊泳 これも大陸風と云ふものにや彼等は皮膚の工合でか寒暑を感ずることが早いと見えて秋口にも早く寒さを覚ゆる如く夏の暑さは殊更疾くより堪

難いとのことで昨日まで山越に居た連中のうちには以前から水浴を遣つて居たのもあるし又近頃は石手川などへ洗濯に行くと早や裸体になつて
遊泳を試みるものがあるさうな

静岡行の見合せ 五十一名の将校と従卒五十一名とは既記の通り昨朝出発第二扇海丸で静岡へ転送さるゝ筈であつたが一昨夜に及んで未だ収容の設備が整はぬか

ら出発を見合せて呉れと打電し来たので此方では大にアテが狂ふてすでに十日も以前から通じてあるに今になつて待つて呉れではいかぬ送るか
ら受取れイヤどうしても延べて呉れと電報の往復を重ねた上遂に出発を延期することゝなつた、多分五六日の後に出るだらう

九州行の出発 熊本、久留米、福岡へ転送の俘虜は予定の定く河野大佐が引卒して久保、加藤の両通訳附添ひ久留米行の下士以下六百名は正午を以て三津口畷筋

に集合の上徒歩高濱に下り他の将校及び従卒は古町停車場に集合二時九分の下り列車で徒歩連と高濱に会し直に乗船門司に向つて出帆した

M38.06.02 新俘虜大佐談 大里に収容されたるナヒモフ艦長ロジノーオフ大佐の談に、自分は艦隊と共に廿七日午前六時対馬海峡東水道通過中図らずも日本艦隊と遭遇し思
ひ掛なくも茲に海戦を為すに至りしが彼我数合応戦のすえ恰も午前七時三十分とも思しきころ我が艦隊は大音響を発して沈没したり多分日本艦
隊より発せし水雷に罹りしならん乗組員は総数六百名なりしも多数は戦死し生存者は端艇又は救命器を抱きて避難せり此の時自分は小蒸気にて

避難し翌二十八日午前十時迄海上に漂流せしうち思ひ掛なく日本の漁船に救助せらるゝに至れり折柄自分部下の一少佐が救命器を抱きて漂ひ居
りたるを発見し是れ亦漁船の為に水中より救ひ上げられ茲に不思議にも部下と運命を共にするに至りたるなり自分の乗りたる小蒸気は痛く破壊
し既に航行に堪へざるものなりしを以て之を見捨て漁船に乗せられ九死に一生を得たりしは是れ全く漁夫の賜ものと深く感謝の意を表し居るな
り云々斯くて同人は馬関水上署赤間丸にて碇泊場司令部に送られたるが其の道すがら同行の齊藤警視は右二人に向ひ今や不幸にして貴国と干戈

を交へ互に敵国とはなりしものゝ斯く収容せられし以上は只管一視同仁の主義に基き飽迄も礼遇を以て迎ふべければ安心せられよとの慰安を与
へたるに二人は曰く自分等は兼て日本人が博愛仁義の道に富めるを知れり今や不幸にして俘虜となるも更に不安の念なしと語れり

敵艦最後実見談 山口県萩町字●江の漁船住吉丸、伊勢丸の二隻は二十八日の朝筑前沖の島近海に出漁中砲声辰々として轟き渡り暫くにして四五里を距てし海上に

二隻の軍艦砲火を交へ奮闘中なるを見たり時恰も午前九時半頃にして該漁夫の実見によれば此の二艦は一は我が○○艦他は敵艦アドミラル、ナヒ
モフ号（八千五百噸）にて我が艦より発砲せし弾丸は十中八九敵艦に命中し其の附近は暫時水煙となり砲煙之に加はりて凄惨の光景実に言語に絶
す最後に我が艦より発せし弾丸は敵艦の要部に命中せりと見る間に忽ち龍巻の如き水煙を揚げ大音響を発して沈没したり又敵艦の乗組員は約六
百名なりしが大半は艦体と共に哀れにも水底の藻屑と成り了んぬ、戦闘終るや漁船は其の現場に急ぎ漕ぎ寄せ親しく此の壮大なる海戦の跡を見し

に該地は城島北方を距る約三浬の海上に当り端艇其の他艦体の木片器具等所々に漂流し其中に乗組員二名救命器を擁して海上に漂よひたるを認
めしかば直に之を救ひ上げたり此二名はナヒモフ艦長大佐ロジオーノフ、同砲術長大尉ロビヲノフ二名なり云々

M38.06.03 新俘虜収容地（松山、

熊本、久留米に収容）

今回の海戦に於て捕虜となりたる将卒三千余名は一旦大里、似嶋の両所に収容し検疫消毒の上松山、熊本、久留米の三収容所に収容する筈なりと
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新俘虜の輸送
（二日 佐世保発）

海軍新俘虜大里、似島の二検疫所に向け昨一日より輸送を開始したり

松山の激震 松山にては昨日時ならぬ蒸熱を感じたりしが午後二時四十五分激震あり●の倒れしもの、家の傾きしもの、屋根の落ちかゝりしものなど多く電線

切断したる個所もありし位なれば石燈籠倒れランプ壊れ時計落ちたるなどの騒ぎは各戸に之れあらぬはなく人々市街に飛でゝ中々の騒動なりき

民屋居住 其後新たに民屋居住の特許を得たものは大尉ソロドー、ウニコフ、少尉カ子ーエフ及びアレキサンダイ三世の名誉連隊長クリンゲンベルク大佐の
三人で連隊長は萱町七丁目に一家を借受け一昨日バラックより仝所へ引越したさうな

少将と公爵 バラックに在りし旅団長ガ子ンフエリド少将は雄群収容所の公爵大佐ケードウロウ井ッチと極々懇意な中だから予々同居したいと云ふて居たけ
れど適当な家がないので困却して居たが終に古町停車場前の菊水亭を借受ける約束が整ひ両人共一昨日此処に引移つたさうな

静岡転送の俘虜 は出発延引中の処多分来る四日松山出発と定まるだらう

監督将校転任 バラック詰の収容所事務補助得居少尉は原隊に復し特務曹長河野正俊氏代つて事務補助になつたさうな

バ艦隊の俘虜 は熊本、久留米、松山の三ヶ所へ収容することになり患者百名は差向き今にも松山に着するとか陸軍俘虜将校夜百名は更に他地方へ転出されると
か云ふものがあるから昨日収容所本部に就て糺したが未だ斯る事は一も決定して居らぬとのことだ、が早晩斯う云ふ風になるだらうとは記者も想

像するのである

日本万歳！ 日本海の海戦に於て脆くも露艦隊が全敗に帰し日本が空前の大勝を博したと云ふ海南新聞の号外が逸早く市内に配布せられし日、市民は湧くが如
き熱情を以て之を喜んだことであるが此日古町の或る男は件の号外を携へて大林寺収容所の門前へ行き門口へ出て居る数多の俘虜に号外を見せ

て「バルチツク艦隊全滅……日本大勝利……どうだい豪からう……」と鼻うごめかしつゝ手真似交りで話すと彼れ俘虜連は之を信用してかせずに
か日本語で「日本万歳！」と大声叫んだのは大愛嬌であつたとさ

M38.06.06 敵艦隊の尩弱 今回魯提督の率ひし波羅的艦隊は浦盬艦隊に比し戦闘力遥かに劣等に在り例せば其砲射に於ても我艦の檣及び甲板部にのみ集まり一も艦腹の要
部を貫きたるものなし又た将校兵卒の意気も甚だ弱りて浦盬艦隊リウリツク号の如く勇敢に戦ふたる敵艦一隻もなく一たび我艦隊の猛火を浴び

て忽ち降伏したり

捕獲艦内の婦人 今回の海戦にて捕獲し目下佐世保港に抑留中の敵艦内には多数の露國婦人乗組み居れり中にもロ提督の姪某は提督の負傷を気遣ひ看護を願ひ出
でたりと

監督将校転勤 松山補充大隊附少尉伊藤和蔵氏は松山俘虜収容所詰事務補助として雄群収容所附たりしが今度免ぜられて原隊に復せり其後任は特務曹長楠延太
郎氏

学校連合国旗行列

（本日）

一昨日催すべかりし松山各学校生徒連合国旗大行列は集会時刻たる午前七時前後が降雨なりし故其後晴天とはなりたるも自然延期せるものと思

惟して参集せざる学校多く終に仝日は之を挙行する能はざりしが本日は雨天ならざる限り時刻其外予定の通り催す由而して当日練兵場内式の模
様を二番町宇野写真師に命じて撮影せしめ大本営其他へ献進すると云ふ

海軍俘虜来松 対馬水道に全滅したる婆艦隊の残存俘虜は将校は健康非健康を問はず、下士以下は患者を松山へ収容することゝなり其第一回輸送として似島検疫

所より五日午後か若くは六日中に将校約二百名と同数の従卒来松収容の筈なりき（五日正午記）

M38.06.07 各学校国旗行列 海戦大捷祝賀の為め松山県市立各学校連合国旗行列は昨紙記載の如く昨日挙行さる予ては午前七時参集の筈なりしも早朝は尚ほ前日の雨霽れざ
りしより自然延引して午前九時過ぎ松山中学校運動場に集会一同整列するや廣田仝校長発企人総代として一場の挨拶を述べ夫より第一、第二、第

三尋常、附属尋常、仝高等、松山高等、商業、農業、中学、師範、高等女学の順序に六千の男女学生徒手に手に小国旗を携へ足並揃へて繰出した
るは殆んど十時頃なりき行進中学校毎に唱歌を唱へ榎町、港町、小唐人町を経て一番町より堀の内に入り県庁前及び旅団司令部前にては一斉に万
歳を大唱し南堀端より出淵町、萱町、紙屋町を経て北門より堀の内練兵場の式場に着し一同北面して整列するや岡部旅団長、安藤知事、水島大佐、
岩田少佐、西田、峰、三宅三事務官、其他来賓高壇に立ち一同敬礼して愛媛音楽隊の●●に和し衆口君が代を三唱せり次に安藤知事の発声にて 天

皇、皇后、帝国陸海軍万歳を各三唱したるが宛然紅色の絨氈を敷きたる如く整列せる生徒が一斉に小国旗を高く揚つ下しつせるさまは勇ましくも
亦麗しき極なりし斯て再び満場の敬礼ありて随意解散せしは正午を過ぐる十分なりき
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新来将校三百名 前号に一寸記した如く日本海ゝ戦にて俘虜となりたる露國海軍将校は殆んど全部を我が松山へ収容する筈ですでに昨日あたり来着の予定であつ
たが都合により仝日は来なかつた、多分本日より着するだらうと思ふ、而して前号には約二百名と書いたが其後増加して昨日の処で将校のみで三
百名来ることになつて居た、が三百名が一緒に来るのではなくて別れて来る、大方百名位づゝ三度に来着するだらう

官金着服？ 右の三百名は多くニコライ一世号以下降服艦に乗つて居たのであるが我軍が敵艦を臨検した節には艦の金櫃がないものだから詰問すると金櫃は
運送船に托して本国へ送り返したと答へたさうだが多分旅順開城の時のやうに彼等が名々に配分したものであらうと云ふものがある、果して然ら
ば彼等が来松の上は今日の不景気を多少取直すことが出来るかも知れぬ

M38.06.08 東京来電（七日発）

俘虜六千一百

●●迄に収容済となりし日本海海戦の露國●●捕虜は総数六千一百四十二名なり

新来俘虜 昨日来松の俘虜将校は戦艦シソイ、ウエリキー艦長マヌルイ、ヲゼロフ大佐を始め大佐相当機関士一名、中佐相当仝二名並に尉官四十一名と従卒
四十五名にして午後一時半古町駅に着するやプラツトホームに出迎へし先来の旅順及びリユーリツクの俘虜将校等と握手接吻し互に談話を交へ

しが語るものゝ憂色は直ちに聞くもの眉を顰めしめよその見る目も気の毒の感あり新来俘虜は概して温順に意気極めて消沈せるものありき斯て
彼等は腕車にて収容所本部に伴はれ宣誓の上バラックへ収容せられたり

海戦俘虜五千名 今回日本海の大海戦に於て我軍に俘虜とせし敵の数は五千名以上に達し現に去五日迄に門司に着したる者のみにて五千〇五十余名に達せりと

仏人の憤慨 日本海の海戦に於て露國は無海軍国となる迄に一大打撃を蒙りたるに対し我在留仏人中には痛く失望落胆せるは更にも謂はず彼等は路提督は生
擒られネボカトフ提督は忽ち白旗を翻して投降し誠に見苦しき最後を遂げたるを以て同盟国民の余りに其腑甲斐なきを憤慨し居れりとは夫婦別
れをなす前に当りて互に悪声を放つにも似たりといふ

タゲーフの意気消沈 露國軍事通信員として気焔も吐けば行ひもよく著述などして其日を送りて居る彼のタゲーフ少尉は日本海の海戦が大なる自国の敗戦であつたか
ら大に落胆して此程も収容所本部に出頭し自分は新聞通信員で非戦闘員ぢやから帰国を許されたいとのことを願ひ出た、河野所長は彼が近頃にな
き意気の消沈を気の毒に思ひたれども「そは尤もの事の様なれども足下が今着して居る服は軍人たるの資格ある故で其肩章も矢張り軍人なればこ
そ着けて居るではないかされば純然たる非戦闘員とは云はれぬ……云々と答へたれば彼は何んの返事もなく退所したさうな、兎に角近頃落胆消沈

の風体は実に非常なものぢやげな

婆艦隊俘虜第一着 波羅的艦隊の俘虜将校は既記の如く全部松山へ収容することゝなつたので佐世保から似島検疫所へ廻され検疫を終つた分から順次転送し来るこ
とゝなつた、で其第一着として健康将校四十五名と仝数の従卒は昨日午前七時第一扇海丸で宇品を発し十一時頃高濱へ着し直に上陸、松山俘虜収

容所より出張の中御門海軍大尉が受領して伊予鉄列車に搭乗、古町で下車して一先づ城北バラックへ収容された、尚詳細の模様は追つて記すであ
らう、本日も矢張り正午前後に四五十名は来るだらう

自由散歩の区域拡張 前号欄外に記し置きたる通り２４松山で俘虜将校に自由散歩を許して以来未だ一人の反則者もなく思ふたよりは成蹟良好の方だから其筋に於ては
一層彼等に自由を与へて遣うと例の松山公会堂を中心として半径四千米突以内の外に三津、高濱の両地をも散歩区域内とすることになつた、畢竟

暑気に向ふたから海水浴をさせやうと云ふ意志に過ぎぬ、で海水浴をするのには海岸より二百米突以内と限り断じて舟に乗ることは許さぬさうな

自由散歩の時間延長 又其散歩外出の時間も延長されて火木土の三曜日は是迄通り午後のみだが午前のみであつた月水金の三曜日も午後を許される、則ち午前六時より
午後六時までの終日散歩となつて松山を除く他の区域内では宿屋料理屋に入つて午餐を喫することも許された、右の区域拡張も時間延長もすでに

昨日より実行された

リリーとスター 道後松ヶ枝町泉五樓には俘虜の鼻下長をくわへる目論見でリリー（平田セイ、三十）スター（北川チヨ、二十四）と云ふ長崎くんだりから遥々出
稼ぎに来て居た芸妓があつたが思惑違ひの不景気に到底算盤玉にかゝらぬと見て取り一昨日とか遂に廃業届を出したげな

２４ コピーなし。
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M38.06.09 婆艦隊俘虜来松の模
様

前号欄外に略報した如く婆羅的艦隊の俘虜は第一着として将校四十五名と仝数の従卒が一昨日松山へ収容になつた、船は第一扇海丸で宇品湾似島
を午前七時に発して高濱に着いたのは十一時頃であつた、松山俘虜収容所よりは中御門海軍大尉、西梶通訳、河合雇員等が仝地に赴き点検受領し
彼等は上陸後暫時休憩して伊予鉄道の別仕立列車に搭じ古町駅へ着したは午後零時卅五分であつた、夫から将校は中御門大尉より井上中尉に引渡
され四十六両の腕車を連ねて収容所本部に赴き俘虜としての宣誓をなさしめた後バラックへ収容を終へたのは四時頃であつた、又従卒の水兵四十

五名は跡に残つてトロツコより出す主人と自分の荷物を受取り何処よりか借来た二輌の荷車に之を載せ徒歩でバラックへ送られたのである、而し
て此俘虜将校は多くは沈没戦闘艦中のシソイ、ウエリーキー乗組者で他艦乗組者は極めて少数ぢやとのことだ

新来俘虜の氏名 一昨日来着した露國海軍俘虜将校大尉以上の氏名属籍等左の如し

クロンシタツト市ゴスボドスカヤ町住士族（露人正教）戦闘艦シーソイ、ウエリーキー号艦長大佐マヌルイ、ワシリウ井チ、オゼロフ（千八百
五十二年生）
ペテルブルグ市イズマイロフスキー町住士族（露人正教）仝上機関士（大佐相当）ウ井クトル、アレクサンドロウ井チ、オブノルスキー（千八
百六十年生）

ウ井レコスカーヤ県ノーウ井、バゴスト郵便支局コーゼホフ所有地住士族（露人カトリック教）仝上機関士（中佐相当）セウエクン、ヱヅーア
ルヅヴ井チ、バローフスキ（千八百六十四年生）
ペテルブルグ市ワシーンフスキー島士街住士族（露人正教）、一等巡洋艦ヅミーツリト、ドンスコイ号乗組機関士（仝上）バルヒーリー、アレ
クサンヅロウ井チ、モルドウ井ク（千八百二十五年生）

仝市海軍参謀本部住平民（ボルガリヤ人正教）、仝上大尉リツリー、ドブレウ井チ、ドブレフ（千八百六十八年生）
仝市グリーユークコフ溝渠四番地住士族（露人正教）仝上大尉ニコライ、ワシイリエウ井チ、ウールム（千八百七十六年生）
仝市ザハクユスカカヤ町住士族（露人リユテエラン教）駆逐艦グ井ストルイロ号乗組大尉オツト、オツトウ井チ、クフラル（千八百七十一年生）
ノウゴロトスカヤ県シームスク駅ボロト村セツストーポク中尉チューフ●シ住士族（露人正教）駆逐艦ブイヌイ号乗組大尉ニコライ、ワシイリ

エウ井チ、ウールム（千八百七十六年生）
ペテルブルグ市ワシーリエフスキー島第十二街住士族（露人正教）戦闘艦シソイ、ウエリーキー号乗組大尉アレクサンツル、ウ井クグリモウ井
チ、ウ井ツゲフト（千八百七十九年生）
クロンシタット市パサードスカーヤ町住士族（露人リユウテラン教）仝上大尉エヅーアルツ、エツーアルドウ井チ、オワンデエル（千八百六十

八年生）
ペテルブルグ市ズナメンスカーヤ町住士族（露人正教）仝上大尉アポロン、パウローウ井チ、ブーラチエグー（千八百八十二年生）
セワストポリ市ヱカテリンスカテインスカーヤ町住士族（露人正教）仝上大尉セミヨン、ペトローウ井チ、アウオート（千八百八十年生）
クロンシタツト市マージーヤ、エカ子ンスカーヤ町住士族（露人正教）仝上大尉セルゲーイ、アレクサンツセウ井チ、マレチキン（千八百七十

三年生）

タゲーエフの撮影 例のタゲーエフは一昨日写真器械を携えて古町駅に到りプラツトホームに器械を据えて婆艦隊将校の搭乗せる汽車を写して居た、彼は写し終つて
頻りに新来者の為に肝を煎つて居た

古町駅の喜怒哀楽 新来の将校連は金がなくてか何うだか知らぬが高濱上陸休憩中曩日の旅順俘虜の如く矢鱈に買喰などをせず極めて柔順に打見には余ほど悄然た
るものあり、仝日は折柄高濱が自由散歩区域内に入つた日で仝地へ遊びに出て居たものもあつたけれど是等は多く陸軍将校だから余り此新来者に
接近もせぬ様であつたが古町駅は是と反対で仝所より程近き大林寺其他収容所にある海軍将校数十名は新来者あることを聞き我も我もと古町駅
に出張つて僚官の来るのを待つて居た、スルト此別仕立汽車は今や古町駅に着してオゼロフ大佐以下プラットホームに降車し迎へるものと迎へら

るゝものとはこゝに入乱れ握手するもの接吻するもの互に嬉しく楽しき様子であつたが稍や落着いた時分に日本海の海戦模様を聞くに及び見る
見る彼等満面に憂色を湛え双方とも打湿つて居るのは側に見て居る記者も同情を寄せた次第であつた、聞けば古参の将校中にはヤレ自分の兄弟が
何艦に乗つて居たのだが死にはせぬか、己の親類の者が何号に勤めて居たのだが生きて居らうかと気遣ふて居たさうだから種々意外の報をも耳に
したらしく中にはすでに駈出して居る腕車に取縋つて戦況を問ふて居るのもあつた
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自由散歩の宣誓 河野収容所長は昨朝バラックに新来四十五名の将校を訪ひ一場の訓諭を与へ且つ自由散歩のことなどを話した処四十五名は悉皆自由散歩を望み
十時頃車を連ねて収容所本部に赴き喜んで宣誓を終へたのは殆んど正午頃であつた、で彼等はいよいよ本日より自由散歩をする筈だが昨日は宣誓
を終ると直ぐ井上、越智両中尉に伴はれ湊町から大街道筋など市中大通りを一廻り廻つてバラックへ帰室した

散歩区域拡張の第一
日

高濱、三津が自由散歩の区域内に入り殊に終日散歩を許された一昨日は俘虜将校の多くが果して三津、高濱地方に向ひ元延齢舘跡のきどや別館２５

などは大に俘虜客を詰め込んで居た様子だが彼等は割合に金遣ひがケチで各料理店とも実収入は話しほどにはないさうな

花月樓の冠山颪 雄群収容所に居て憂国の余り発狂したと云ふ評判のあつた少尉ナゾローフと云ふ先生は自由散歩を許すとなると俄かに憂国を止め随て発狂を止
めて誠しやかに宣誓をしてから毎日毎日道後通ひをして居たそうで一昨七日も朝の中から道後冠山の下花月樓事小谷シンといふ料亭に行つて道

後湯の町の谷屋抱の芸妓勇子事中川タカ（十七）と云ふ松山久保町邊から出て居る不見転芸者を席に侍らせビール飲み飲み片言交りに勇子を口説
き午前十時頃遂にお新の媒介で巫山の夢暖かに転び寝た迄は無難であつたが四海波が段々高くなつた頃道後分署の為めに踏込まれ大事の大事の
露國唯一の憂国の士は密売淫を買ふたとあつて叱り飛され勇子お新の両人は分署に引立られ取調の上勇子は密売淫の科で五日の拘留を言渡され
たに就ては某所其処等のお役人に怒つて泣いて悔んで居る人もある筈又お新は同媒介容止の罪により三日の拘留を言渡されて左なきだに大きな

目玉を剥いでへー恐入りました

M38.06.10 入梅 明後十二日なり

無題 姫路収容所のリユーリツク俘虜（十二名）が先月三十日逃亡したのでワイワイ騒いだ末漸つとのこと本月四日と七日に召捕つたげな、各収容所と
も松山の取締振りをチト見覚へて置いたがよからう

事務補助 として此程松山補充大隊より収容所勤務を命ぜられたる下士は左の如く各収容所へ分たれた
正宗寺 和県曹長

公会堂 門屋曹長／松井軍曹／猪崎伍長
妙清寺 田所曹長
一番町 菅野軍曹
出淵町 近藤伍長

病 室 刈谷曹長／松林軍曹／青野軍曹
勧善社 田井軍曹２６

妙圓寺 山内軍曹
法龍寺 中野伍長

雲祥寺 河野伍長

２５ 広告「御旅舘 高濱延齢舘跡 きどや別舘 御手軽御支度並ニ無料休憩所ノ設アリ」（M38.7.4）
２６ 「コージン」少尉補ノ説明
加藤通訳
近来補充隊ヨリ助手トシテ田井ト云ヘル軍曹勧善社ニ来レリ員外少尉補「コージン」〔第二〇一号〕図ラズモ其旅順ニ在リタルコトヲ聞キ談ヲ交ヘ八月二十四日東鶏冠山ニ於テ手足ニ負傷セ
ルコトヲ聞クニ及ヒテ暫ク日誌ヲ繰リ居タリシガ謂テ曰ク予モ当日仝所ニ在リタリト、軍曹ノ言ニ曰ク第二十二連隊ト第四十四連隊ト当夜ハ無言ニテ仝所ニ突入シ死傷甚多クシテ殆ト全滅
ノ有様ナリキト、コージンノ談ニ曰ク仝人ノ属セシ第十四連隊ハ金州ノ戦闘以来常ニ驍名アリ最モ勇敢ナル連隊トシテ扱ハレ居タリシガ此頃ニ至リテハ連隊ノ将士多ク戦没シ身ハ員外少尉
補ナルモ殆ト連隊ノ長トモ云フベキ有様ナリシト云フ而シテ此夜ハ同人ハ少閑ヲ得テ休息シ居タル所ヘ突然「ステッセル」将軍ヨリ電話アリテ カノ東鶏冠山ニ至ルコトヲ命セラレ暗ヲ冒
シテ至リ見レハ既ニ日本兵アリ早速接戦ヲ始メタルナリト、田井軍曹「コージン」ニ向ヒテ曰ク「アナタ良シクナイ」ト「コージン」答テ曰ク敵トナリテ闘ヘルモ天命ナリ而シテ今又一所
ニ会シテ是ノ如ク机ヲ距テヽ談話スルニ至レルモ又天命ナリト（明治三十八年六月二十八日 第二十四回水曜会記事）
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露國々歌 俘虜将卒は概ね音楽の嗜みありて種々の楽器を求め来り或は自製の楽器を弄して音響朗々の吹奏床しきが中にも万里天涯楚歌の謂ゆる外国の夕
まぐれ其の国家の曲を一斉に合唱し懐を遠く故国の天に走するの情●た人をして断腸の思あらしむるものがある、其を意訳すると左の如きもので
ある

露國々歌

神よ王を護れ 有力にして威厳ある王よ
我等の光栄を発輝すべく君臨せよ敵をして懼れしむべく 君臨せよ
我正教の王よ神よ王を護れ

オゼロフ艦長の負傷 日本海の海戦に大破され捕獲後沈没した戦闘艦シゾイ、ウエリーキーの艦長マヌルイ、ワシリウ井ツチ、オゼロフ大佐は体格偉大で一寸容貌を見
たきりでも一艦に長たる性格はありさうに思はれる人だが彼は去る七日来松の節見たときには格別負傷して居る様子も見えなかつたのに翌日見
ると顔から頭へかけて傰帯を施して居るからハテナと思ひ聞いて見ると是なん其前夜乃ち収容の当夜蚊帳を釣らずに寝たもんだから意外なる蚊
軍の襲撃を受けて頭から眼のあたりまで膨れ上つたので翌朝医者に診て貰つて其結果斯の次第と知た、さるにても露西亜人の皮膚の弱さよ

道後の寂寞 高濱、三津が散歩区域に入つて以来道後方面は頓に出遊者が減じ一昨日の如きコチラへは僅か二三十名出たぎりぢやげな、で城戸屋遊園も不日之
を取除けるとのことである

新来将校の買物 新来婆艦隊の将校は多く佐世保あたりで求めたと見えて蘭製の帽子や呉蔵やカバンの様なもので新らしいのを持つて居たが洋服は永らくの航海

で冬服の汚れ臭つたやうなのを着て居るのが多かつた、で彼等は収容翌日直ちに洋服屋を呼んで競ふて夏服の注文をなし昨日からは頻りに化粧品
などを買集めに出て居る

服中の金貨 新来海軍将校の中には多数の金貨を洋服の裏と表の間へ深く縫込んで居るのがあるさうな

俘虜将校来らず 俘虜海軍将校は一昨日も昨日も引続いて来る筈だのに三百名からの内僅かに四十五名来松したのみで其後一向着さない、本日も来るか来ないか昨
日の所未定であつた

M38.06.11 海軍俘虜将校の階級 日本海の海戦の結果収容したる露國俘虜将校及び同相当官の階級はロジエストウエンスキー中将、ネボカドフ少将以下大佐十二名、中佐二十二名、

大尉六十七名、中尉二十七名、少尉百名、少尉候補生一名、機関士十六名、少主計一名、文官六名なり

波艦隊俘虜第二着 波羅的艦隊海軍将校五十五名、従卒四十八名は（何れも健康者）昨日午前七時宇品発第二扇海丸で来松した、詳細は次号に書かう

監督将校の更迭 松山補充大隊附大尉金子●善、仝中尉渡邊直政、仝少尉藤田寛次郎の三氏は一昨日松山俘虜収容所事務補助を命ぜられ金子大尉は勧善社、渡部中

尉は病室、藤田少尉は妙圓寺附に夫々命課された、で監督官は殆んど補充大隊の将校のみとなつた

新来俘虜の初登樓 新来の波羅的艦隊の将校中三名は疾くも一昨日道後松ヶ枝遊廓へ登樓した、収容後三日経たぬに暢気な奴さん達かな

日本へは三度目 新来将校中シゾイ、ウエリキー号の機関大監ヴイクトル、アレクサンドロウ井ツチ、オブノルスキーと云ふは日本語を能くして一寸した会話位は
出来る人である、彼は「自分はこれで日本へ三度来たのである……真逆俘虜となつて来うとは思はなかつたに……長崎や神戸なら能く存じて居ま
す」と語つて居たさうな

習志野の俘虜 は最早一万余に上り内数の人は白紙一枚を求むる資さへ無く郷里へ発信する事も出来なくなつたので何か手覚えの職に有附きたしと申出る者

続々あり、其筋にては差支へなき限り許可することゝした、で彼等の手職は靴製造、裁縫、大工等が最も多いさうで遠からず収容所内に一●の工
場を新築し望みの儘に就職せしむるとのことだ
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無題 近頃松山市のお歴々のうちには松山市の繁昌のため俘虜どんを成るべく余所へやらぬよふ松山市会の決議を以て其筋へ請願するなどと御相談中
らしく承つて僕も一応御尤なことゝ首肯せぬではないがソレよりも先づ松山市の名誉のため我が傷病将士を松山へ来て貰ふよふ一番お骨折が願
はれまいものであらうか▲雄群収容所の得利寺俘虜ナゾロフ少尉が憂国狂に陥つたそうなと聞いた時にはサスガに弱い露助でも刀折れ矢尽きて
敵国の俘虜になつては嘸残念なことであらう君国を思ふ心は同じなものであらうと考へてそゞろ同情に堪へなかつたがソレは僕の浅見で奴さん

等の憂国といふのは全く露國一流の憂国であつてその身仮りにも露西亜帝国の軍人、他からも自分からも紳士と許るす地位にありながら日本の法
律を犯して芸妓の淫を買ふた（公娼あるを知りながら）といふに至つては実に見下げ果てた（前々からでも見上げては居らぬ）イロスキーどんで
ある哩▲（省略）

M38.06.13 海軍将校新来 前号既記の通り２７バルチツク艦隊の俘虜将校五十五名と従卒三十一名合して八十六名の健康者は去る土曜日正午第二扇海丸で高濱に着し松山か
ら出張の中御門大尉、緒方通訳が之を受領して古町駅へ到着したのは午後一時二十分であつた、で内三十三名は腕車其他は徒歩で雨を冒してバラ
ックへ収容されたのは二時三十分の頃であつた、新来将校中佐官は艦長大佐以下五名（内一等軍医正一名）で他は皆尉官若くは準士官である

宣誓者廿八名 新来将校中自由散歩の資格あるものは廿九名（衛生部員の軍医正を入れて）しかなく非戦闘員たる衛生部員を除いた廿八名は悉く自由散歩を望む

ものから一昨日収容所本部で宣誓を行ふたさうな

俘虜現在数 一昨日現在収容数は左の如し
収容所名 将官 佐官 尉官 下士 卒 計

公会堂 … 三 三九 一 二七 七〇
一番町 … 一 二六 一 二四 五二
出淵町 … 二 二三 … 一三 三八
勧善社 … 一 九 一六 一四二 一六八

大林寺 … 一五 四五 二 六〇 一二二
妙清寺 … … … 二三 一三四 一五七
妙圓寺 … … 七 … 五 一二
法龍寺 … … … 一九 一一〇 一二九

正宗寺 … … 三二 一 三一 六四
雲祥寺 … … … 一一九 一一九 一三八
雄 群 … 一二 四四 五〇 五〇 一〇八
民家居住 一 一 七 … … 一一

バラック … 一二 一四二 二三一 九五四 一三三七
計 一 四七 三七四 三一五 一六六九 二四〇六

内患者 … 三 五〇 二一六 七八五 一〇五四
外に小児一名

M38.06.14 新来俘虜と所持金 最近到着した海軍俘虜は降服をした戦闘艦アリヨールや沈没巡洋艦ナヒモフなどのであるが皆相当の所持金があるらしく従卒でも五六百円を持
つて居るとのこと、けれども彼等は何か感ずる処があると見えて可成其金を遣はぬやうにして居るさうな

監督将校更迭 一番町収容所の監督将校西内少尉は一昨日原隊に復し松山補充隊の少尉漆谷一郎氏は其後任として収容所事務補助を命ぜられた

２７ コピーなし。
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俘虜の墓 は温泉郡御幸村大字山越千秋寺山の西側半腹に設けてあるのだが其地面は約二百坪計りもあり四方に陸軍合葬墓と彫つた石が立ゝある、其内に北
向きに例の十字架の墓標が数条に立てゝあるので将校のは一個もなく下士のが十二で卒のが六十六ある、殊に目立つのは其中に二個の石碑がある
ことで一つは高さ六寸巾壱尺二三寸厚さ二寸計りの板石、一つは七寸角一尺[五]寸計りの高さで台石が二重になつて居る其竪石には露文が刻んで
あるが台石には日本字で猶太人ゲルシク、ストブスキーと訳してあるこれ等の墓には埋めた以後は誰れも参詣するものが無いと見えて荒地の上に

点々墓標あるのみである

M38.06.15 山越収容所を開く 日々バラックからの退院者があるのと追々夏向になつたから一ヶ所の収容人員を成るべく減すと云ふ考で十三日より山越収容所（長建寺）を開設
し雲祥寺、妙圓寺、法龍寺から各二十名、バラックから十六名、都合七十六名の下士卒を収容した、委員は新たに収容所事務補助を命ぜられた松

山補充大隊附の中尉浅野長忠、軍曹岩尾勝太郎、仝御堂利七、上等兵曽我部彦作、仝筒井幾次の諸氏である

俘虜来らず 引続いて来松する筈の波艦隊俘虜は何う云ふ都合でか其後一向来松せない、或はモー松山へ来るか来ないかも知れぬとのことぢや

瀆職医員罰せらる 赤十字社第八十一救護班（愛媛）の医員山田某てふ男はツイ此程民家居住の某俘虜から饗応を受けたさうだが右は社名を汚がすの行為だとあつて

謹慎三十日のお灸を頂戴した、が勤務は服罰のまゝで従事すべき旨言渡されたとのことだ２８

２８ 六、少将ガネンフエリド（古町停車場ノ南住） 同少将ハ洒落ニシテ円転滑脱談話湧クカ如シ冒頭ニ自己ノ不注意ヨリシテ藤川通訳ノ免職山田医員ノ懲戒処分大佐公爵「ゲドロウイチ」
ノ民家居住取消ニ就キ非常ニ謝意ヲ表シタリ（明治三十八年六月十四日 第二十二回水曜会記事）
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婆艦隊俘虜中尉の談 海戦の当初露艦隊の旗艦よりは何等の奮闘的信号命令をなさず唯だ対馬海峡に来るや旗艦より「敵（日本）の領海内に入れり注意せよ」との信号
あり次で「日本巡洋艦四隻見ゆ警戒せよ」との信号を伝へたのみである、海戦の真最中日本艦隊より打出す砲弾は着々我艦の甲板上に命中爆発し
て多数の死傷者むを出し為めに艦橋、甲板上に満ち惨憺たる光景を呈したから艦長は全艦内に命令して甲板上の将卒を分割して艦内に避難せしめ
漸次甲板勤務将卒の倒るゝを俟て交代せしめたのであつた、日本水雷艇および駆逐艦は露艦隊が一旦日本艦隊と離れて北走せし時この並行線に現

はれ廿七日午後八時より露艦に向け多数の水雷を発射しナヒモフ艦も四発を受けた、そして最後の一発は軸部に命中して終に致命傷となつた、露
艦隊も種々の水雷を搭載して居たけれど初めより日本艦隊に発射するの機会を得ず矮小なる日本水雷艇には砲撃の方が利益だから乱射した、為め
に案外に砲弾を多量に消費した云々とはナヒモフ乗組であつた俘虜中尉の語る処である
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M38.06.17 俘虜逃走詳報（再記） 松山公会堂の俘虜将校五名が十四日夜逃走し翌日取押へられたることは前号欄外に一寸記して置いたが尚ほ詳細に報導せんに
▲一昨朝七時半頃 温泉郡垣生村大字西垣生の農中矢善左と云ふ爺さんが仝村字ワソダの新田と云ふ海濱を通行すると丁度其の波打際を少し離
れた砂原に雨水の溜るを避んが為めに大なる二艘の漁船が台木の上に打伏せてあり其下に怪しき者の潜み居て●品らしきものも見ゆるにぞ是
ぞテツキリ盗賊共に違ひなしとの眼を入れ仝部落の中矢重五郎（三十三）が仝村駐在巡査後藤半蔵氏の密偵をなし居れるを知れる善左は直ぐと

其旨重五郎に知らせれば重五郎は合点だと駐在所へ駈けたが折悪しく後藤巡査は訓授の為めに松山署へ行きし不在中なるに詮方なく夫ではと
自分一人でワソダ新田へ行き見れば聞きしに違はず怪しき男の潜伏せるよりオノレ曲者マンマと手捕りにして呉れんと件の船底打叩きてオイ
出ないか出て来い出て来いと追立つれば中なる曲者もモー叶はじと観念してかノコノコ這ひ出て来たのをみれば

▲個はそも如何に 黒き背広の洋服を着たる外国人なるに扨は泥坊ではなかつたか、ウヌ逃走を企てたロスケだな、夫こそ却つて好き獲物と考へ

居る処へ引続き二人三人出で来り見れば兇器さへ携へ居る様子に流石の重五郎も多少怖ぢ気立ちコリヤ万一の時一人では叶はぬワイとこれも
仝村の中矢●三郎（四十一）とて日清戦争の時分に従軍してチヤンコロの三人や五人は片付けたことのある屈強の男を頼み助勢して貰ふことゝ
しサア露助の奴出るだけ出て来い二人居つたらウヌ等の三人五人は何んでもないと船の内深くつゝき立てしに

▲都合五人の俘虜 が出て来り何れも軍服軍帽は着け居らねども兵卒でもないらしく手真似交りで尋問しサァ警察へ連れて行くから尋常に行く

かどうか若し不服ヶ間敷挙動をすれば●●縛るから覚悟をせいと捕縄を示せば此の権幕に恐れてか彼等は格別抵抗もせず持つたる短刀も投出
していと柔順に「アナタお待ちなさい、私松山へ帰る、宜しい」云々と答へ苦もなく引致されることゝなり雄群村まで来りしかば仝村出張所詰
の巡査芥川喜一氏に引渡し腕車に乗せて松山署へ引致したるは正午頃なりき、於茲松山署にては俘虜収容所へ照会すると同時に憲兵屯所へも通
知し傍ら一応の取調べに着手せし処足なん

▲公会堂収容の海軍少尉２９ レヲンチエフ（二十五）、ローウマン（二十二）、レインガルテン（二十一）ニシチエンコフ（二十二）、フエリシヨ
ーフ（二十五）と云ひ何れも旅順の投降者で自由散歩宣誓者だが五人ながら公会堂二階の一室に収容されあるより平素極めて心易く共謀の上逃
走を企てたものにて十四日夜十時の頃ほひ降り頻る大雨の中を予て用意の品々を携へ時分はよしと牒子を合せて仝収容所の西側堀の彼方に相
穀垣の稍や疎らになりたる処を押分け堤を飛踰え脱け出でゝ道を南に取り石手川堤防を下つて垣生村に入り前記の場所に辿り着きしは一昨暁

二時前後なりと云ふ、斯て其海岸に引上げられたる漁船を見付出せしも一艇の櫓もなければ櫂もなく剰へ雨はますます甚だしく直に乗出すべき
よすがもなく其内夜はほのぼのと明け渡りしにぞ機会を待たんと潜み居たりしものゝ如く此時右の善左が発見せざりしならば彼等は海軍将校
のこと故或は夜に入りて何れへか漕出さんも計られざりきを是も天佑と云ふものにや、扨彼等が公会堂を逃ぐる時分には何れも

▲寝衣に着て居る和服 のまゝで脱出でしものと覚しく途中若くは海濱にて洋服に脱き替えたるものにて和服とは木綿の紺飛白（内一人は千筋竪

縞）にて紺絞りの兵兒帯を〆め居たるも皆ビシヨ濡れとなつて流れ落ちし藍汁のため他の物品が浅黄色になり濱邊の砂に塗れて又着るべからざ
る様なり居たり、彼等の所持品は各一人に牛肉の缶詰二個以上を木綿縞片の袋に入れ又白米七八合を袋に入れたるもの及びカステーラ一斤位
づゝの袋入りの外空気枕、アルミニユームの水呑、マッチ、半巾、西洋蝋燭等の外内二人は湊町筋の金物屋にて買ひたりと云ふ洋刀風の

▲長さ一尺計りの短刀 を携へ又ウイスキー、西洋鋏、洋服の襟、方針、英文極東新地図、麻裏草履、紺足袋、細引、煙管、書物などを携帯し居

るもあり金銭も各人相当に懐中し居て内一人は途中衣服を着替える時
▲百円紙幣を遺失 したとの申立に其筋にては之れが捜索中なる由、松山署の取調べ終るや公会堂の監督将校齊藤大尉は兵数名を連れて松山署へ
赴き俘虜を受取り帰り仝日午後三時頃所持品も悉皆収容所の手に渡り尚ほ取調中なりと、彼等は尋問に対し

▲今一度戦争がしたい から夫で逃走を企てたのだなどゝ云ふて居れども引致後呑気に笑ひさゞめき少しも心配らしい処もないのを見るとナー

ニ彼等にそんな敵愾心は毛頭ないらしい、何にもせよ早く取押へられたるは勿怪の幸とこそ云ふべけれ

無題 公会堂の旅順俘虜逃走を企てゝ逃げ一昨朝今出の村民に押へられたそうな、が彼等は元来名誉（？）の降伏とかをやつて漸く命だけを助かり馬鹿
に大きな体躯を運び込んでお薩の行列みたやうに何千何百といふ多勢がゾロゾロ我軍門に降つて来たほどの弱蟲であるばかりか立派に宣誓まで

した身でありながらコンナ人騒がせをするとは分際を知らぬロスどんではある

２９ 海軍少尉イワン、レインガルテン、同レーフ、フエンシオウ、同コンスタンチン、ロマン、同ウラヂミル、レオンチーエフ、同アレクセイ、ニシチエンコ。犯罪名連累者四名共謀逃走、
処刑月日明治三十八年七月五日、刑名軽禁錮五年（顛末附表第十九号）。
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海軍将校逃走後聞 公会堂収容所の俘虜で海軍少尉五名が一度び逃走しながら十時間と経たぬ間に取押へられた顛末は前号附録（別項再記）に詳しく書いたが尚ほ其
後の模様などを記せば▲収容所本部へ引かれて後の取調べに少しも悪びれたる処なく無論共謀の上で逃走したので順序は是々是々と警察での取
調べと格別変りたることなければ調べ終つて今は兵営内の営倉に入れてある、いづれ近い内に軍法会議に廻され六ヶ月以上五年以下と云ふ範囲内
で禁錮処分になるであらう▲彼等はワソダ新田へ着すると直ぐ船を漕ぎ出さうと思つたのださうだが潮流の工合が悪いので潮待をする内に夜が

明けて斯る次第となつたのださうだ▲右の五名を自由散歩宣誓者の様に書いたは間違ひで何れも非宣誓者である▲遺失した百円と云ふは日本紙
幣で鉄道線路の側で衣類を着替ゑた時分に落したのだらうと云ふことぢや

瀆職医員に就て 俘虜の御馳走になつて謹慎を命ぜられた赤十字医員山田某と云ふ男は愛媛の八十一班でなくて岐阜の第四十二班に属して居る男だそうであるか

ら茲に誤を正して置く、本県にはコンナ不都合な奴はない筈ぢやテ

M38.06.18 俘虜収容の中止 似島から当松山へ収容の波艦隊俘虜将校は約三百名転入の筈であつたが僅々百名来たのみで後は中止の姿である、残りは多分京都の新収容所へ送
るのであらう

タゲーエフの撮影 帯剣詩人タゲーエフ少尉は本日バラックへ赴き新来海軍々人一同を撮影すべく昨日河野所長の許可を得たさうな

梅雨晴の散策 永らく降続いて居た五月雨も一昨二昨の両日は覚束ながら薄照となつたので無聊に苦んで居た将校等は或は三津に高濱に又道後方面にも多数の
散歩者を見受け民家居住の連中なども夫婦親子連で頻りに歩行いて居る、高濱のきどや旅舘などは多数の将校が立寄り外見はなかなか儲けて居る

らしいがナーニ彼等は涼風を煽つて日本語の稽古をする傍らビールの一本位しか飲まないから実際左程の儲けにならぬとは主人の話しである、道
後の方面でも比々皆々然りと云つてよい

M38.06.20 バラックの朝顔 城北バラック病室東北隅の柵内及び娯楽室の前面などへ俘虜先生の目覚しの為めにだてか約一升計りの朝顔種を処員某が寄付して播き附け昨今
栽培中であるが之れが咲いたら嘸や綺麗な事であらふと何れも其開くのを楽しんで居る

水兵のヘラズ口 バラックに収容されて居る新来俘虜の水兵某が常に所員に向うて今度波羅的艦隊が負けたのは吾々兵卒が弱いのではない将校に智略と勇気が無
いからである若し●略其宜しきを得たなれば斯る大敗を招くのでは無つた、つまり日本の将校は能く戦ひ能く謀るのであつて独り海軍のみでない
陸軍でも同じ事で……露軍の隊長は何時も後方の穴の中に這入つて頭を少し計り出し兵卒を前へ出して指揮して居るだから兵卒は其命令を聞か

ぬので何時も負けるのじやと言ふて居るさうな

露軍の戦敗を天に祈
る

猶太人と露國本国人とは常に軋轢して居るのだが此頃バラックに居る俘虜中猶太人の曰くに我々は戦闘線に立つても日本軍に向ふて弾丸を発射
した事はないから何時も弾丸に余剰がある、故に露國人が弾を貰ひに来ると直きに分けてやるのじや、どふぞ早く露國が負けて仕舞へば宜いがと

天に祈つて居るとのこと

将校とチヨンキナ拳 自由散歩の許しを得て居る将校等で道後に遊ぶものは之れまでの如く松ヶ枝遊廓へはあまり足が向かず重に鮒屋旅舘あたりへ登り芸妓を呼んで
遊んで居るが誰れが教へたか此頃チヨンキナ拳を覚へて頻りとやつて居る

擬似赤痢に罹る 勧善社収容中の水兵アントン、クジミーンは一昨日擬似赤痢に罹りバラックの伝染病室へ収容された

M38.06.21 公娼と俘虜 娼妓は賎業に違ひがない、けれども娼妓だからといつて日本の戸籍簿に名が載つてゐる限りは戦捷国民として大手を振て歩くことが出来る、殊に
調べて見たなら軍人の●妹もあらう、親戚もあらう、夫が縱しや一視同仁の眼を以て迎べき俘虜とはいへ敵国の軍人と知りながら其手に春を弄そ

ばれるは娼妓の身にも忍びぬところだ、此邊に樓主も思ひ及んだものか博多柳町の遊廓では一切俘虜登樓を謝絶することに決議したさうだが妓樓
の主人にさへかゝる勢込があればこそ海陸とも連戦連捷を重ぬるのである

学校参観を願ひ出づ
３０

一番町収容所に居る中佐シバコフスキー、二等大尉レシチコフ、仝ブロホロウウイチ、中尉ウエジヤゴーリスキー、仝ボルジエーグ、仝ハチヨー、
仝ヤンセフスキー、少尉ザシコーウイチの八名は松山中学校、仝高等女学校等を参観したき旨願出た、学校の都合を計つて明日あたり許すだらう

３０ 将校間ノ不和合
緒方通訳
一番町収容所ノ将校ガ市内ノ学校参観ヲ願ヒ出テ許可セラレシヲ以テ大ニ喜ヒ居レリ、此等有志者ハ今ヤ小学読本ニ依リテ日本語ノ稽古中ナリ此参観ノコトヲ初テ出願セシハ波蘭人「ウエ
ンジヤゴリスキー」〔将第二〇二号〕ナリ其始メ申出テシトキ参観ヲ願フハ可ナレドモ又後ニ一二人宛度々手数ヲ煩ハスコトナキ為ニ他ニモ希望者アルヤ否ヤ尋ネ来ルベシト云ヒシニ然ラハ
事務室ノ砲リ有志ヲ問ハレタシト依テ自分ハ仝人ニ告ケテ曰ク君等ハ五六ヶ月モ同所ニ収容セラレアリテ同輩ノ中ニ希望者アルヤ否ヤヲ知ラサルカト彼答テ曰ク知ラス、是レ将校ノ間互ニ
軽蔑シ居ルヲ以テ和親セサルカ為メナリ是レ即チ露國カ戦敗ノ原因ナリト、思フニ同人ハ波蘭人トシテ大ニ他ノ露人ノ将校ニ疎外セラルヽ者ノ如シ、此人又文書ニアル漢字ヲ指シテ問フテ
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M38.06.24 俘虜の出入を差止め
らる

道後停車場を出て湯ノ町を北へ折れ三四軒行くと西側に近頃其向へから移転して開業した女世帯の待合がある、何方かが如何かは知らないが三十
歳に近からうと思はるゝ主人らしい二人の女、常に厚化粧で椅子に倚りかゝり門先通る男を見れば必ず「マアお入りなさい、一寸休んでおいでな
さい」と袖を引止め兼まじき権幕はいづれ海千山千のしれものとは誰が目にも狂はぬ処だらう、此女二人とも志摩國とかの生れで宮本キミ（二十
九）、永井ハマ（二十六）てふものださうだがいづれ目的は俘虜将校をたらし込まんとの考へで開店以来腕に覚えの●●を振ふものから由来女に

目のない露助どもの事とて沈溺するもの少からず忽ち商品以外の売高が嵩んだとやらで扨こそ今度の家にも代つた次第ぢやげなが驕るものは久
しからずの譬の如くで其筋の人に睨まれた結果以後俘虜の出入を禁止せられたのはツイ三四日前のことである

赤い襷が憎らしい 処が右の両人は俘虜の立寄禁止となつては商売止の宣告を受けたのも同じことだからとて収容所河野大佐に大に談判を持込む考へで大佐を古町

の自宅に訪ふた、スルト大佐は折柄不在であつたから其儘帰ると思ひきや夫ではドーカ奥様にお目にかゝりたいと腰を卸して媾和談判の全権委員
宜しくてふ目得で「ドーモ御宅の旦那は怪しからん、大佐殿がお恨めしい」と遣りかけたので夫人は「何も宅のが好んでソンナ事をする筈はない、
御承知の通り宅のは収容所に詰切りで何処へも出るのではない皆夫々係り官からの報告に基いて必要の命令を下すまでのこと、又巡査憲兵巡察士
官でも何もアナタの商売の妨げをしたいことはない、ツマリ身から出た錆でせう」と跳返したので二人は「全体アノ赤い襷（巡察士官の肩章を云

ふ）が憎てらしい、他人の内へヅカヅカ勝手に入つて来て其末いろんな事を報告して……」と散々憎たれ口を叩き不得要領で帰つたげな

曰ク日本人ハ此四角ナル文字ヲ知ルカ、自分答テ曰ク然リ此辺ニ居ル当番ノ卒マテ皆之ヲ知ルナリト、是ニ於テ大ニ驚キタル者ノ如シ、彼等俘虜ハ従来我等ヲ以テ仮名ノミヲ用ヒ居ル者ト
思ヒシナリ斯クテ近来ハ事々ニ日本ノ進歩ヲ驚嘆スルニ至レリ（明治三十八年六月二十一日 第二十三回水曜会記事）



55

収容現在数 一昨日現在各収容所収容別は左の如し、但し右列が陸軍で左列が海軍々人である
収容所名 将官 佐官 尉官 下士 兵卒 総 員
公会堂 … … … … … …

… 三 三九 一 二九 七二

出淵町 … … … … 一 一
… 二 二三 … 一二 三七

勧善社 … 一 一一 六 二二 四〇
… … … 一四 一二五 一三九

大林寺 … … 二 一 一六 一九
… 一六 四二 一 四三 一〇二

妙清寺 … … … 一七 四八 六五
… … … 九 七七 八六

妙圓寺 … … … … … …
… … 七 … 五 一二

法龍寺 … … … 六 二九 三五
… … … 九 六六 七五

正宗寺 … … 三二 … 二八 六〇
… … … … 三 三

雲祥寺 … … … 一四 八〇 九四
… … … 三 三〇 三三

雄 群 … 一二 四三 二 四九 一〇六
… … 一 … … 一

山 越 … … … 一二 五七 六九
… … … 五 二五 三〇

一番町 … 一 二八 一 二四 五四
… … … … … …

民家居住 一 一 六 … … 八
… … 一 … … 一

バラック 患 者 … 三 四四 一九八 七一三 九五八
… … 一 四 一九 二四

健康者 … … 二 八 七五 八五
… 九 八九 一 七九 一七八

癈 疾 … … … 四 一四 一五
… … … … 一 一

小 計 … 三 四六 二一〇 七九九 一〇五八
… 九 九〇 五 九九 二〇三

合 計 一 一八 一六八 二六八 一一五三 一六〇九
… 三〇 二〇三 四七 五一四 七九四

総 計 一 四八 三七一 三一六 一六六七 二四〇三
外に収容所外小児一名



56

M38.06.25 米國美人去る 神戸在留の米国人でミス、アール、ハインド（二十四）と云ふ婦人は新聞記者だと云ひ古物商の細君だと云ひ甚だしきは高等売淫だとさへ噂さゝ
れた人物で果して何んな素性があるか詳しく知らないが兎に角服装も華美なスコ付の美人である、此女俘虜に面会すべき陸軍大臣の許可証を持つ
て先程来松して城戸屋に投宿し大林寺の公爵大尉ドラヘンフヱリスに面会して居たが昨日出発神戸へ立帰つた

俘虜と新聞 松山の俘虜の許へ来て居る外字新聞は三十枚あまりあるが其内でクロニクルとタイムスが一番多いさうな

将校の学校参観３１ 一番町収容所のシパコウスキー中佐以下八名は既記の通り一昨日松山中学校と高等女学校とを参観したが校長より小学校時代から系統的に日本
教育の説明を聞き最後に化学試験なども見て帰つたさうなが彼れ等は皆な非常に満足を表して居たさうな

M38.06.27 露國の俘虜酷待 在露國の我が俘虜待遇は露政府が外国人に語る所若くは新聞紙に記載せしむる所とは全く反対なるやの説あり其の実際を調査したるに冷酷の事
実多きを発見したる由にて遠からず何等の処置に出づるならんと

降将帰国を望まず 降服敵将ネボカトフ等に対し我係官は聖旨に基き宣誓の上帰国するや否やを屡々尋ねたるも今日までは未だ帰国を申出でず平和克復まで留まら

んことを希望し居れりと

上田少尉 松山俘虜収容所（本部附）事務補助歩兵特務曹長上田安四郎氏３２は去る十八日附歩兵少尉に任ぜられ松山補充大隊附仰附らる

新来俘虜へ賜金 仏国武官マルチニー大尉が昨日来松したのは露本国から送附のあつた恩賜金を婆艦隊乗組俘虜へ分与するのも其用向の一ださうで本日午前八時

を期しバラックへ新来将卒一同を集めて之を渡すさうだ、而して其賜金の割前は佐官が二百円、尉官が百円、準士官が二十円、下士が十二円、兵
卒が五円ぢやげな、因にマルチニー大尉は巧に日本語を用ゐ通訳などは要せないとのこと

将校の女学校参観 シパコウスキー中佐外七名が先日中学校と女学校とを参観したやう記したは間違ひで仝日は中学校のみを観たのであつて女学校は昨日午前中に

参観したのである、正誤かたがた

３１ 俘虜将校ノ学校参観
（一）中学校
緒方通訳
先週金曜（二十三日）「シパコウスキー」中佐〔将第五一四号〕外七名中学校ヲ参観ス、校ニ到リテ教室ヲ巡視スルノ前応接室ニ於テ校長ヨリ日本ノ学校系統等ニ就キテ詳説アリ小学ヨリ中
学大学ニ至ルノ順序若クハ中等ノ各種学校実業学校ノ系統組織ヲ一々黒板ヲ用ヒテ説明アリ女子ノ学校ノ説明ヨリ女子大学ノ存スルコト等ヲ聞クニ及ンデ更ニ驚嘆スル者ノ如クナリシ、俘
虜女子大学ノ卒業生ニ関シテ問フ校長答テ曰ク或ハ教員ト成リ或ハ記者ト成ル者アリ然レドモ其目的ハ元来職業ヲ得ンカ為ニアラズシテ良好ナル内助者トナラントスルニアリ日本ニ於テハ
婦人ノ事業甚タ多カラス未タ汲々トシテ職業ヲ求ムル程ニ至ラスト俘虜等又更ニ感服シ居タリ、又問フ松山ニハ如何ナル学校在リヤ、答テ曰ク男女師範学校アリ農、商業ノ学校アリ中学ア
リ而シテ小学モ少ナカラズ然レドモ松山ハ猶ホ地方ノ一都会ニ過キサルヲ以テ学校モ未ダ多カラズト更ニ生徒ノ数ヲ問ヒテ将校一同感嘆シテ曰ク地方ノ小都会スラ猶斯ノ如シ以テ教育ノ普
及セルヲ知ルニ足レリト、是ヨリ進ミテ教室ヲ観シガ英語及ヒ幾何学ノ教場ニ臨ミテ種々校長ニ質問シ此二教室ノミニテ此日ハ止メリ、将校ノ一人生徒ヲ罸スルノ方法ヲ問フテ曰ク露國ニ
於テハ其罸スベキ生徒ヲシテ直立セシメ或ハ石ヲ持タシメ又ハ水ヲ盛レルノ茶碗ヲ捧ケシム日本ニ於テハ奈何ト、校長答テ曰ク我国ニテモ古ハ然ルコトアリシ然レドモ今ハ絶ヘテ此事無シ
先ツ出来得ル限リ訓戒ヲ加フ、訓戒再三ニ及ヒテ聴カサル者ハ即チ退校セシム、諸君ノ國モ今少シク進歩発達セハ日本ノ如クナルヲ得ント将校相顧ミテ苦笑シ亦一言ナシ
（二）女学校
高等女学校ヲ参観セシ日ハ試験近キ為ニ妨害センコトヲ憚リテ教室ニ入ラス窓外ヨリ詳細ニ観察シタリ彼等将校ノ最モ敬服セシハ授業中一同ノ静粛ナルコト、行儀正キコト及内外ノ清潔ナ
ルコト也
習礼室ヲ参観セシ際一生徒些少ノ過誤ヲ演ス一同之ヲ見テ猶静寂敢テ失笑スル者モ無シ、将校感シテ曰ク露國ニ於テハ斯ノ如キ場合ニハ女生徒ト雖モ皆大ニ騒ギ嘲笑ス是レ大ニ異ル所ナリ
ト、去リテ寄宿舎ヲ見ルニ及ヒ其整頓シアリテ清潔ナルニ感セリ校長挨拶シテ曰ク今日諸君ノ登校ニ当リ脱靴ヲ要求セシコトハ実ニ諸君ニ御気ノ毒ナリシ然レドモ之レ理由アルコトナリ本
校ノ生徒タル者ハ貴賎ノ別ナク一同襷ガケニテ毎日廊下ヲ清拭シ以テ校内ノ清潔ヲ維持スレハナリト、一同答テ曰ク脱靴元ヨリ可ナリ斯カル清潔ノ所ニハ予等モ亦靴ノ儘ニテ昇ルニ忍ヒサ
ルナリト、猶一二ノ所感ヲ記セバ或者ハ曰ク露國ニ於テハ女生徒ハ参観人ノ方ノミヲ見居リテ謹慎ニ業ヲ受ケス日本ノ女生徒ハ静粛ナリト、或者ハ曰ク日本ホド観察ニ困難ナル國ハ無カラ
ン外部ヲ一見スレハ甚シク野蛮ナリ見ヨ市中ニ於テ目ニ触ルヽ男女ヲ跣足ノ者アリ肌ヲ表ス者アリ而シテ深ク内部ヲ観ルニ此生徒ノ如キアリ、露國ノ諺ニ外見ニ依リテ人ヲ判談スルコト勿
レトハ実ニ日本ニ応用スベキノ格言ナリト、又此女学校ニ露國ノ軍艦ノ名ヲ掲示シ在リシヲ見テ其注意ノ周到ナルニ驚ケル者ノ如クナリキ、亦此学校ニ於テ英語ノ教師ニ外国人アリヤ否ヤ
ト問ヒシ者アリ校長答テ曰ク無シ然レドモ久ク横濱ニ在リテ外人ニ英語ヲ教授シ居リシ熟達ノ婦人今当校ニ在リ外国人ヨリモ遥カニ英語ニ巧ナリト、将校曰ク然ラハ我等モ所長ニ乞フテ其
人ニ就キテ英語ヲ習ハンコトヲ望ムト、日本ニ於テ四ヶ年間ノ義務教育ノ制度アルヲ聞キ一同大ニ感シテ曰ク是レ即チ日本ニハ無学ノ子弟ナキ所以ナラント（明治三十八年六月二十八日
第二十四回水曜会記事）
３２ 上田特務曹長は明治 38 年 6 月 14 日の第 22 回水曜会が最後の出席。
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M38.06.28 逃走俘虜の護送 先に公会堂を脱柵して西垣生の海岸まで逃れしも捕はれたる海軍少尉レヲンチエフ、ローウマン、レインガルト、ニシチエンコ、フエリシヨーフ
の五名は取調終つて松山衛戍司令官より憲兵の手に渡され依然兵営内の営倉に入れてあつたが一昨夜の上り汽船で軍法会議に附すべく善通寺へ
護送せられたさうな

俘虜注意の教育談 一番町収容所の俘虜将校八名が去る土曜日松山中学校を参観した節に皆々日本の教育程度が進んで居ることに驚いたと云ふことは一寸記して置
いたが其内で上級中尉のウエジヤゴーリスキーと云ふ波蘭人の我国教育評が面白い、曰く今回の戦役に日本の手並を見て日本の教育は必ずや武事
教育にのみ進歩して居るのであらう軍事には進歩して居るが文事は比較的進んで居ないと想像して居たが豈図らんや本日此一校を観た丈でも自
分の想像が甚だしく間違つて居たことを発見した、乃ち日本は武事教育に進歩せる一方に於ては著しく文事教育にも進歩して居る、何んとなれば

日本は普通の語学のみならず古代語（国文を云ふか）も教授すれば支那語（漢字を指す）も教へるそれに同盟国として必要なる英語も授けて居る
とは実に感心の外がない、之に反して我露國は自国民の用ふる波蘭語をさへ教科の内に加へて居なかつのであるが此程之を加へることになつた、
けれども個は国内の動乱を鎮撫する為の策略的採用であるから必ず平定の後は又之を廃めるに相違ない、故に自分の考へでは平和克復後も暫く自
国の模様を観察したる上ならでは帰国せぬ積りで願ふらくは日本へ永住したいと思ふて居る

仝中尉又曰 我露國では少し高等の教育を受けやうと思へば何れも自宅へ教師を呼取つて教授を受けねばならぬ、而して別に試験をするでもなければ卒業証書
を与ふるでもないから学力の程度が思ひ思ひで一定しない、加之此自宅教師と云ふ者が得て心事陋劣なのが多く種々の弊害を醸すのには誠に慨歎
の至りである、然るに日本の教育法は斯く小学、中学、大学と階級的に全国一定したる課程によつて貴族も平民も比較的僅少の学資で斯る進歩せ
る教育を受けることを得るとは日本人の幸福が羨しきと共に我国を●ふて実に慨歎に堪ゑられぬと真情より物語つたとのことである

M38.06.29 婆艦隊俘虜の大阪送
り

バルチック艦隊の俘虜将卒は直に他へ転出さるゝやも知れずとのことで来松後依然バラックに収容されて居たが果して大阪の旧参考舘へ新たに
設備した大阪俘虜収容所へ転収されることになり将校仝相当官七十四名、準士官二十六名、従卒七十六名、計百七十六名は近日仝地へ転送さるゝ
さうな

夫を尋ねて松山へ 雄群収容所に居る俘虜大尉シユヴインドフの妻女はいとしの夫に会はんがため昨日来松し面会許可を願ひ出たので収容所長河野大佐は事情を汲
取り之を容れた、で大尉夫妻は昨夜古町停車場前のガン子ンフエルド少将の宅で会した筈である

善行表彰 河野所長は是まで折々俘虜中の品行方正なのも調べて賞品を与へて居るさうだが昨日も四名の善行者へ賞状に山桜一箱（四百本）づゝを添へて贈

与したさうな

M38.07.01 民屋居住 正宗寺収容所のソロゾーフニコフ大尉は予て民屋居住を許されて居たが適当な家がないので其儘となつて居たが此程出淵町一丁目へ一家を借り
榎町に仮泊して居た伯母と共に仝所へ引移つた、又雄群収容所のシユヴインドフ大尉の妻スエノーフは既記の通り先日来松してガン子ンフエルド

少将の許に居るが許可の上は仝所へ仝居する筈で大尉が民屋居住を願つて居る

監督将校更迭 俘虜の警衛は是まで岩田大隊で其任に当つて居たのだが仝隊は不日何れかへ去ることになつたとのことで別に第十旅団下の高知、松山両補充大隊
で臨時勤務隊を特設することゝなつた、其松山の分は昨日すでに編成が出来た中隊長は中尉浅野長忠氏である、従て一両日中に総ての監督将校以

下に交迭があるだらう

婆艦隊将校談 バルチック艦隊は何故太平洋に迂回せず大胆にも直に我が対馬海峡を通過せんとしたるかに就て新収容の海軍将校が語る所を聞くに露艦隊の優
勢なる堂々日本艦隊と対戦するも決して敗を取るべき筈はない、開戦は寧ろ露艦隊の方に望む所であるから一戦を試み凱旋的に浦塩斯徳に進入す
る積りであつて殊更に敵艦を避けて太平洋に迂回するの必要を見なかつたので、且つ我等が波羅的海を発して将に東航の途に就かんとするとき露

帝は一同に向つて「爾等の極東に赴くは浦塩斯徳に入るが為めに非ず決戦以て日本艦隊を殲滅んとせするに在り」との勅令を下された、即ち此勅
令によれば波羅的艦隊今回の挙動も怪しむに足るまい、我等が日本艦隊の主力の所在を詳かにせず偵察の粗漏なりしは確に大敗の源因に相違ない
シカシ開戦当時は十二分の勝利を期し居たれば敵主力所在の如しきは敢問ふ所ではなかつたのだ云々

河野大佐の視察 河野収容所長は昨日から各収容所を巡視中である

M38.07.02 東京来電（三十日発）
露國海兵暴動

倫敦発電に曰、露國黒海艦隊旗艦クニアーツポテムキン号は一水雷艇と共に二十七日オデッサに着したるが糧食の欠乏につき不平を唱へし水兵を
射殺せしため水兵は怒りて反乱を起し将校の総てを逆殺して海中に投棄し且つ市街を砲撃して大混乱を極む

黒海艦隊は右混乱のためオデッサに急航を命ぜらる
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露國動乱続報 倫敦発電に曰く、二十八日オデッサに匪徒蜂起して検疫所其の他に放火せり、水兵は陸兵に発砲し二十四名の死傷者を出したり、水兵は露國汽船
を捕獲し積荷並に石炭を奪へり、府知事はセバスト軍港に急報して応援を請へり、露艦四隻亦謀反して動乱拡大せんとす

露國全権委員 倫敦発電に曰く、露國政府はローゼン男を媾和全権委員に任じたり

有栖川宮歓迎３３ 倫敦発電に曰く、在英日本公使舘に於て二十七日有栖川宮殿下歓迎会を催せり出席者千三百余名にて盛会なりき

俘虜将校逃走 佐世保に於ける海軍俘虜中ニコライ一世号の副艦長ヴヱデルニコフは二十七日暴風雨の際逃走を企てしも事成らずして捕はれたり

日本将校の俘虜 十二日露國官報に曰く五月十日公都嶺よりの来電によれば日本の中尉小林及び従卒上等兵カゴの両名は軍事偵察のため吉林を距る二十露里の地
点までに進入したる所我が哨兵の発見する所となり共に捕虜として抑留せられしが孰れも支那人に変装し能くその職責を盡し坐作威信を保ち武
士として見るべきものあり本日共に絞刑の宣告ありしが判官はその意気を壮なりとし死刑の免除を極東総司令官に申請せりといふ

転送は七日 大阪へ転送すべきバルチック艦隊の俘虜は来る七日夜出発汽船にて同地へ送ることに決定した

監督及び事務補助 は昨紙記載の如く昨日より更迭して左の如くなつた
収容所 監督将校 事務補助
公会堂 越智中尉 尾首計手、亀井曹長、鶴崎軍曹、松井軍曹

出淵町 同上 同上
正宗寺 上田少尉 和県曹長、天野軍曹
法龍寺 同上 同上
妙清寺 楠特務曹長 村上曹長

勧善社 同上 田井軍曹
大林寺 中御門大尉 岡本曹長、兵頭軍曹
雲祥寺 同上 河野軍曹
一番町 漆谷少尉 梶田軍曹、菅野軍曹

雄 群 渡部中尉 鶴原軍曹、永井軍曹
病 室 遠山少尉 口井、臼井計手、二宮軍曹
山 越 浅野中尉 岩尾軍曹

漁夫に酬ふ 目下バラックに居る婆艦隊中のナヒモフ艦長と仝艦乗組大尉とは左の願書に金百円を添えて一昨日収容所本部へ差出したから本部では昨日願書
に訳文と金とを添へて先方へ送つたさうな
巡洋艦アツミラル、ナヒモフ号艦長海軍大佐ロジオノフより六十円及同艦乗組員海軍大尉クロチコフスキーより四十円合計百円也
去る五月二十八日対馬海岸に於て貴下御取調に相成候漁夫等（但し漁舟二艘）に救助せられ直に生命を保ち得たるは全く彼等の博愛たる厚意に

よれり聊かの金額には候得共目下所有金にも乏敷不取敢百円を彼等に寸謝の意を表する為め送与致度何卒可然様御取計成漁夫十名に分配相成
度御手数ながら奉願上候也

M38.07.04 妙圓寺閉鎖 松山萱町妙圓寺俘虜収容所は僅に九名収容されて居たのみだが今度他の収容所へ移収したので本月一日限り閉鎖した

残留将校十九名 婆艦隊の俘虜将校百名は来る七日大阪へ転送すること既記の通りだが其内自分の親戚が居ると云ふので公会堂に移つた大尉一名、仝大林寺へ移つ
た大尉二名並にバラックに居るシソイウエリキー艦長オゼローフ大佐以下十六名、計十九名は何卒此松山へ残して貰ひたいと願ふて出たのでこれ
を許可することゝなつた、代りに他の旅順の俘虜を埋合せにして３４[ツマ]リ百名の将校（準士官を含む）と七十六名の従卒は転送されるのである

３３ レトヴ井ザン号乗組俘虜ノ解放説
近日「レトヴ井ザン」号乗組ノ将校下士水兵ハ解放帰還セラル風説専ラナリ其根拠タル原因ヲ尋ヌルニ何レモ皆有栖川宮殿下欧洲ヘ御航海中バルチック艦隊ノ為メニ捕拿セラレ給ヒ俘虜ト
ナリ其交換ノ為メ「レトヴ井ザン」号ノ俘虜ハ解放帰還スルナラント（明治三十八年五月十日 第十七回水曜会記事）
３４ 道後温泉の「お花さん」で知られる海軍少尉デンガルト／レインガルトも含まれた。
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是こそ真に名誉の俘
虜

露國の俘虜だとて然う臆病で呑気で直に白旗を揚げ捕はれて来ると耻も外聞も思はず女郎買に行く様なものばかりではない、日本海ゝ戦において
天晴軍人の亀鑑とするに足るべき健気なる振舞をした恰も我広瀬中佐に比すべき程の侠気ある好軍人がある、それは前号の本欄に書いて置いた対
馬の漁夫に百金を酬ふたナヒモフ艦長ロヂオノフ大佐及び仝艦航海長クロチコフスキ大尉のことである、ナ艦は我公報にもある如く二十七日我主
力艦隊のために大打撃を蒙つた上夜に入りては更に我水雷艇の襲撃を受けて戦闘力を失ひ翌日黎明対馬附近にて愈沈没せんとする刹那艦長ロヂ

オノフは先づ乗員七十余名を対馬東岸に避難せしめ残れるものにも悉く退却を命じ航海長と共に一々秘密書類を処理し終りたる後静に衣服を改
め従容として艦と運命を共にせんことを決心した、其時我捕獲員が之を引致せんとしたけれども固辞して聴かず捕獲員が強て之を端艇の傍に誘ひ
来りし時には艦体漸次傾きて危機既に逼つて来た、此時艦長は左右を顧みて航海長を尋ねたれども見当らないものだから決然起つて独り艦内に入
り遂に艦と共に沈没し終つたのであつた、我捕獲員も彼の胸中を察して其壮烈に泣いたとゐふことだ、然るに天は此好漢を捨てず後航海長と相擁

して海中に漂ひ居たるを我漁船の為に発見救助せられ蘇生して此松山へ来る様なことになつたのだ

M38.07.05 又も五名の逃亡 公会堂収容の海軍将校が西垣生の海岸で捕はれ軍法会議に廻はされた其話の耳底に残る昨日今日又もや無分別を仕出かした奴がある時は一昨三
日の午後二時四十分頃大林寺収容所に居る陸軍歩兵軍曹を頭に陸兵一名、海軍水兵三名の姿が見えぬので的切逃走とは極まつたが扨て同朝八時頃

まで居たといふことの外何処からどう逃げたか夫すら不分明であつたから憲兵屯所と松山警察署では各々数十名の係官が姿を更へて海濱山の手
は素より県内外まで広く草を分けての詮議中であるが昨日正午過ぎまでは何等の手掛もなかつたとのことである籠の鳥であるから何れは此方の
ものであるけれども大なる手数をかける実に不埒千万な奴原である

将校金を盗まる 一昨日午后四時頃の事であつた一人の俘虜将校が道後霊の湯の前で車より下りたる際其側に居た今一人の車夫が其将校の隙を窺ひ金百二十円の

金を入れたる革包を盗み取り雲霞と逃げ去つたから右の俘虜どのは直に其次第を警察分署へ届け出た、警察にては直ちに手を分けて捜索し道後の
人力車夫一同を警察に呼びて調べたが一向分らぬので尚同夜は該俘虜の収容なる大林寺近辺の白川組の車夫を后道署に召喚して夜中取調べて居
た、が夜半に至るも事実発見に至らざつたさうな

M38.07.06 非戦闘員解放 バラックに抑留中の非戦闘員バルチック艦隊中の海軍一等軍医正アウグスト、ゾールツ３５と陸軍衛生部員アルウエー、バルダ及びアフキシイ、カ
コクインの三名は愈よ今度解放帰国を許されることゝなり来る十四日松山より神戸へ送り十六日仝港解纜の船で出発せしむる筈だ

収容所開設 山越収容所の内来迎寺収容所を再び昨五日から開いたさうな

大阪転送は八日 大阪新設収容所へ転送の海軍俘虜将校九十九名と其従卒とは明七日出発の筈であつたが船の都合で明後八日に延びた、引卒官は中尉越智幸三氏で
ある

３５ 衛生部員ゾールツ
林田通訳
此度帰還ノ恩命ニ浴スル軍医正（ゾールツ、大佐相当）ハ従来ノ衛生部員ニ嘗テ見サル温厚ノ人ニシテ只管帰還ノ日ヲ待チツヽアリ本日初メテ病室ニ於ケル手術ヲ参観シタリ即チ医正殿（病
院長江口軍医正）ヨリ許可セラレテ一患者ニ対スル局部麻酔ノ手術ヲ一時間ホドモ見居タリキ其間始終患者ニ対シテ慰諭ノ辞ヲ与ヘ恰モ親ノ子ニ於ケルカ如クナリキ又一患者ノ壊血病ニ罹
リタル者ヲ手術セシ時切開セル口ヨリ膿汁射出シテ一間余リモ巨テヽ立テル一看護婦ニ懸リ彼女ハ頭髪ヲ始メ全身膿ニ汚サレタルニ猶平然トシテ微笑シツヽ在リシヲ見テ「ゾールツ」ハ実
ニ一種ノ感ニ打タレタル者ノ如クナリシ仝人ハ収容ノ当初同室ノ兵卒等ノ各組ニ英金貨一枚ツヽ与ヘタルコトアリキ目下明後日ノ帰還ノ日ヲ待兼ネテ手荷物ヲ検査セラルヽナラハ一日モ早
ク願ヒ度ク明日ヨリ本部ニ送リ置キタシト言ヒ居レリ又曰ク予ハ屡々日本ニ来遊シテ各地ノ風光ニ接シ日本ニ対シテハ知己ノ感アリ然レドモ今斯クノ如ク帰期ヲ急ク所以ハ家ニ八十以上ノ
老親ノ病ム在リ且又姉妹ノ此間ニ処シテ只管予ノ帰国ヲ待ツ者アレハナリト思フニ此人ノ如キハ帰国ノ後ニモ従来ノ者ノ如ク我国ヲ悪口スルコト無カルヘシ（明治三十八年七月十二日 第
二十六回水曜会記事）



60

逃走俘虜逮捕 大林寺収容所の俘虜五名が逐電したことは前号本欄に記したが其五名とは痘痕面の陸軍一等軍曹ワシリー、サルダーエフ（二十九）と小男な陸軍
卒ドミトリー、ガロウエンコ（二十六）と眼の窪い水兵ミヘイ、コハリチユーク（二十八）と背の高い仝ミハイル、タヴイドフ（二十五）と眉間
に疵のある仝ヤーコフ、クリヴエンコ（二十五）とであつてクリヴエンコは水兵服を着て居たが他は皆黒の背広服を着し頭には五人が五人ながら
冬のドンタク帽を被つて居た、扨此五人が居なくなつたことを知つた三日の午後から松山、三津、郡中の三警察署巡査数十名、憲兵十余名八方に

手分けして居た処一昨日午後二時頃であつた伊予郡岡田村重信川出合渡りの南堤防に一枚の大きなシャツが落ちて居たのを発見したものがあつ
て初めは伊予鉄道駅夫のものだらうと思つて居たが能く見れば襟に露西亜文字があるので扨こそ茲に一の手掛りを得た一方には仝所より程遠か
らぬ仝川の北堤防温泉郡垣生村大字西垣生に露西亜風の靴が片足落てあつたを仝村の小学生徒が発見し岡田村駐在巡査は此靴が果して俘虜の物
品であるか否かを確かめが為め出松し松山署に於ては郡中署からの照会により扨は仝方面に潜み居るに相違あるまいと新名警部々下数名の巡査

を卒ゐて出張して二手に分れて重信川の附近をあさつた結果、小林、穴見、三浦、後藤、佐藤五巡査（何れも和服）の一隊出合渡りより約十丁の
下手岡田村大字西高柳の藪中（森林にして熊笹族生せる処）に隠匿して居るのを発見して難なく取押へたのは午後五時頃であつた、夫より徒歩松
山署へ引致したのが七時頃で一応の取調べ終り松山署へ落合ふた大林寺の監督将校中御門大尉と本部の井上中尉とに引渡し衛兵二名が護送して
営倉へ入れたは彼是九時も過ぐる頃であつた、而して彼等が自白する処によりて考ふるに彼等が収容所を脱走したのは三日の昼ではなくて二日の

午後十一時頃と覚しく大林寺西手の塀を踰越えて鉄道線路を横切り西山より南に石手川堤防に出で出合鉄道の南堤防で暫時休憩の後件の林中に
潜み二日三日の雨夜とも仝所に寝ねたのださうなが所持金はクーヴエンコの持高二十七円五十二銭を第一に五人のもの合算で日露英貨紙幣取交
五十円程しかなく又糧食の用意もなかつたから或は逃亡を決行する程の考があつたでもなかるべく他の所持品は各二十点ばかりはあつたが小判
紙大の万国地図二葉と、磁石、手帳などの外格別のものはなかつたさうな、何にもせよ馬鹿な奴等ではある

M38.07.07 新開来迎寺収容所 へは妙清寺から三十名、法龍寺、雲祥寺、勧善社から各二十名を一昨日転収した

転送俘虜の出発 再三本紙に記した通り大阪へ転収の海軍将校九十九名（百名中軍医正は解放帰国に決せし故）、従卒七十六名は八日午後二時古町停車場発の汽車
にて高濱に下り仝所にて乗船出発することに決した、緒方通訳、東村曹長も同行する筈で護衛兵は司令以下十名である

直立三日間 去る二日の夜大林寺収容所を脱出し四日の夕刻捕はれた軍曹以下五名の俘虜は一昨日来夜が明けると営倉内から引出され夕刻まで旅団司令部門
内の衛兵詰所前に直立させてある、之れ一の懲罰方法で本日も終日立たされるのださうな

リユーリツク水兵の
怪焔

バルチック艦隊は全体何と云ふ態だい来る来る来る来る前触があつて扨て来て見ると最初の一戦に見事の敗北、それも敵艦の二隻や三隻は沈めた
と云ふならまだしも其敗け方が甚だしい、夫に比べると我々は仝じ俘虜とは云へ小数の艦船で日本艦隊を散々悩まし其結果多勢に無勢で已を得ざ
る敗戦だから所謂名誉の俘虜である云々と嘲笑的に新来俘虜を評して居るのは山越収容所に居るリユリツク号の俘虜水兵である

M38.07.08 逃亡俘虜の処罰 去月十四日の夜大雨に乗じて公会堂収容所を抜け出で温泉郡垣生村大字西垣生の海岸まで落ち延びしも翌朝村民の為に発見され難なく取押へら

れたる俘虜海軍少尉ローマン、レオンチエフ、レインガルト、ニシチエンコ、フエリシヨーフの五名は爾来善通寺で軍法会議に附せられて居たが
遂に去る五日を以て何れも軽禁錮五年に処する旨言渡された

解放俘虜送還 来る十四日軍医正以下三名の衛生部員を神戸へ送り帰国せしむることは既記したが今回解放すべき非戦闘員は濱寺、姫路、大津其他のを合せて二

百五十二名の多数あるとのことで十六日頃神戸出発の仏国郵船に乗せて本国へ送還する都合になつて居るさうな

胡瓜の生喰ひ 露西亜人は野菜や果物を余程嗜好するが胡瓜の生喰に至つては甚だしい、彼等は市に出で又収容所前へ売りに来る商人を捉へて価をかまはず多数
の胡瓜を買ひ求めザット皮を剥いだぎりで塩もつけずにムシヤムシヤ遣る処は何だか獣の様に思はれる、此う云ふ風だから本年は胡瓜の値段非常

に高く例年の三倍位である

俘虜の海水浴場 三津ヶ濱及び高濱を俘虜の自由散歩区域に加へられしに付き彼等の海水浴場は何れに選定せらるべきやの取沙汰が昨今持上つて居るやうだが高
濱は埋立工事の為め殆んど浴場に適すべき場所を失ひしのみか偶ま海水浴を試みた俘虜の談によるも海底に岩角貝殻の類多くして危険少なから
ずとのことだから到底駄目だらう三津ヶ濱は連隊兵士の海水浴場となつて居るから是れ又た恰好の場所でもあるまい、さすれば浴場としては梅津

寺の海浜が比較的適当だといふ順になつて来る仝海岸は全線一眸の下に眺め得らるゝから取締上最も便利なるが上毫も海底に危険の憂がない、人
によると仝所は普通人民の海水浴場となり居れば風紀取締上如何なるべきやなど懸念するものもあるけれど殆んど十数町に亘る仝海浜のこと故
区割さへ設けたら左程心配なきのみか却つて俘虜の手前是迄赤裸々をきめ込んで居た浴客の減少を見ることゝなり風紀上より云ふも好都合では
あるまいかとは某氏の談である
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M38.07.09 散歩時間延長 是迄午后六時までゝあつた自由散歩の時間を延長して一昨日より午後七時までとした、無論が日が短かくなつたら又縮めることになつて居るさう
な

転送俘虜の出発 屡ば記した通り大阪へ転送の婆艦隊俘虜九十九名、従卒七十六名はいよいよ昨日午後七時古町駅出発高濱より乗船したのであつた、河野収容所長

は一行を古町駅まで見送つたさうな、因に仝海軍俘虜将校百名中十九名の残留希望者があつたが其内準士官は此希望を容れぬことゝなつたので残
り九名は他の俘虜と入れ替えたのである

海水浴場定まる 俘虜の海水浴場に就ては高濱と云ひ三津と云ひ又前号に記せし如く某々氏等は梅津寺に置くを最も適当なりとして寄り寄り運動もした様子なれ
ど終に仝浴場は高濱洲鼻と三津村台場下連隊兵士水泳場の南との二ヶ所に決定した、自由散歩の俘虜は外出時間内に勝手に遊浴することが出来る

のである

祖道の宴 婆艦隊俘虜は別項の如く昨日大坂へ転送になつたが其前両三日来は彼等仲間で互に収容所を訪ひ合ひ別れの挨拶をして居たが一昨日は三津、高
濱、道後等に送別の宴を張る連中も多かつた

幾代対デンガルト 醜名を四方に流した前の霊の湯の湯女で今は道後停車場前に俘虜専門の待合を開業して居るお花さん事井上幾代は過日或る用向のため広島へ行
つたら例の色男デンガルト少尉へは如何なる訳あつてか高濱に居ると云ふて居たさうだが夫れは何うでもよいとして此デンガルト先生今度大阪
転送の人数に加へられたので其事を聞いた幾代の母は広島へ打電して急に幾代を呼戻した、でデンガルトは一昨日仝家へ赴き涙に長き別れを告げ

た（？）さうな、穢らはしき俘虜風情に翻弄された幾代は今後日本男子より唾も吐きかけられまじく今後淋しき月日を送ることだらう

M38.07.11 妻女の訃 大林寺収容所の海軍将校フヘ子ペレエスキーの妻は此程死去したさうで本国から訃電が到着したものだから仝人は目下の境遇と云ひいたくそを
悲しみ昨日は午前八時三十分より知己仝僚を呼んで亡き妻のため鄭重なる祭典を執行ふたげな

逃走者の引渡し 彼の出合の下手で捕はれた逃走俘虜五名は一昨日収容所の手より松山憲兵屯所の方へ引渡された、いづれ今明日あたり軍法会議に附すべく善通寺
へ護送せられるだらう

裸体婦人の写真 当地の或る俘虜将校は何処で如何手に入れたか二種の裸体婦人の写真を持つて居たのを監督将校に見付けられ直に引上げられたが自ら撮影した

のか或は買ふたのか一向云はぬとのことだ

転送俘虜出発の景況 バラックに収容中であつた波羅的艦隊の将校準士官九十九名従卒七十六名は予記の如く一昨々日午後二時を以て出発した、出発に際し将校は腕車
で古町駅に赴き従卒は皆徒歩にて種々の荷物を携へて居つたが其中で目に付いたのは重藤の弓に箭壱束を添へて携へ居たのと立派な金網の大き
な鳥籠にカナリア五六羽を容れたるを大切さうに携へて居たのとであつた、かくて一行古町駅に着すると其将校等は思ひ思ひに車夫に賃銀を与へ

たが二円もあれば壱円もあり五十銭もなれば十銭あり実にさまざまだ、一円も二円も貰つたのは非常に悦び涙を流して御丈夫に御丈夫に抔と御世
辞を振り撒ひて首を幾度となく低れて去つたが之に反して十銭か廿銭位貰つたのは面ふくらして不詳不詳にして居つた、一同は二時三十分頃臨時
列車に乗りて仝駅を発し高濱に着すると停車場には赤前垂れの女等が頻りに愛嬌をふり撒き彼れ俘虜等は無茶苦茶にビール、菓物などを呑み食ひ
し従卒等も桃や林檎抔を皮も剥がずにムシヤムシヤ噛り付て喰ふて居た、而して彼を乗する船は門司丸で一行が仝所に着する前已に沖合に錨を卸

して待ち受けて居つたけれども如何の都合か直に之を乗らしめず四時二十分といふに一同を搭載して四時三十分過ぎに抜錨した、此日自由散歩の
俘虜も二三十人は高濱へ往て居つたが其れ等は転送俘虜の乗船に際しても特に阜頭迄行きて別を告ぐるもの等は一人も見受け無かつた

M38.07.12 帰化米人と俘虜の妻 ニコラス、ラツセルと云ふ米国人のドクトルはセルダー、タルノフスキーと呼ぶこれもドクトルの露國婦人を連れて一昨日来松城戸屋へ投宿した、

ラツセルは元露本国の人であるが政府の圧制に得堪えず三十年前米國に帰化したので七年程以前よりカリホルニヤ州で砂糖の耕作に従事して居
るのださうなが過般来陸軍大臣の許可を得て日本各地の露國俘虜を慰問して居るのである、又連のセルダーは目下バラックに居る砲兵大尉タルノ
フスキーとて一時発狂して毎度噂に上つた（今は全く治つて居る）俘虜の妻女であつてラツセルが仝行を依頼されたのだそうである、でラツセル
は昨日来松山各収容所を訪ねセルダーは昨日城戸屋に夫タルノフスキーと会したさうな、いづれ松山へ永住することになるだらう
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農学校参観 一番町収容所に在る陸軍歩兵中佐グリコリー、シユパコーフスキー以下二十三名は去る八日県立農業学校を参観し校舎、構造、教授の方法等を詳
細に観取し吉野校長は通訳を介して説明を与へ頗る満足の体であつた、一行中にモスコー大学を卒業せし理学士で後備歩兵少尉ミハイル、サポー
シニコフといふは熱心に化学に関する事に注意して居つたがフト養蚕室にある繭を見て之は我が国には山で沢山出来るといふから夫は山繭と云
ふものであらうがこれは其山繭とは別種のもので斯く斯くして飼育するものであると説明して聞した、処が彼は非常に感じて種々の質問をして帰

つたとのことである、想ふに露國には我国の如き蚕種は全く無いらしき様子に見ゑた

露國の内乱を喜ぶ 波蘭人が露本国の亡滅せんことを希望する事は今更云ふまでゝもないが一番町収容所に居る波蘭人某将校３６は過日も日本海ゝ戦で我が軍の大勝
利となつた事が新聞号外に出たと聞き手を打つて喜び狂せん計りに踴躍し所謂手の舞ひ足の踏事を知らぬ有様であつたが近頃又本国の内乱を大

に悦び喜悦のあまり殆ど発狂せん計りぢやさうな、而して其将校は頗る好色家であるが相当の教育ある人間で慎み深く容易に色に現はさゞれども
何とかして日本の相当教育ある女を我が妻とし平和克復の後には日本に帰化して一生を送りたいなどゝ心私かに期し抵る処で適当の女を得んと
漁り居るとの事である

M38.07.13 石手川堤防が怪しい と云ふことは日外の紙上にも書いて置いたが現に二三日前の午後四時頃にも仝堤防立花橋の附近で自転車に乗つて来た一人の俘虜が道端へ車を

置いて叢へ隠れ程経て出て来ると其跡から怪しき二人の婦人が現はれ出たので之を目撃した附近の人民はコイツ怪しかる挙動があつたに違ひな
い、若し然うとすれは日本人の面汚し否な国の名汚しだからと件の女に就て実否を糺さうとしたら女は逃げつ隠れつ終に姿を隠して終うたが人民
は一時非常に騒いだげな

発狂人の脱柵 バラックに居る歩兵伍長ガルゼーと云ふは近来精神病の気味があるので係の看護婦等何れも注意を怠らなかつたが便所抔に行く時尾行すること
を大変厭がるから可成打捨てゝあつたに去る十一日の午前二時頃バラックの北の隅から飛び出して道後方面に向つて国道筋を歩いて居るを巡廻
中の新谷巡査に見付られ直ちに引捕へて病室へ逆戻りしたさうな

M38.07.14 現在総数 松山各収容所の俘虜現在数は一昨々日まで将卒総計二千二百二十二名であつたが一昨日午前零時十分バラックに居たセンケーウ、マンデリーケル
と云ふ卒が死んだので二千二百二十一名に減じた、但し外に在監者九名取調中の者が五名ある

教育も滅茶々々也 之れも俘虜に関係のある事だから此の欄へ載せやう此両三日前の出来事だが実に怪しからぬ家庭もあるものから、城北バラック病室の近隣に胡瓜
などを売つて居る小な店がある、其の店へ日々俘虜どんが胡瓜を買ひに来るので過日も胡瓜若干を買ふたところが其の代価に対し二十銭ばかりの

金を出しなにがしかの釣銭があつたのでソレを戻すと俘虜は其の店の子供へ与へた、されども子供はイツカナ受取らず其儘突き戻すと店の親爺は
真赤になつて何故受取らぬぞと子供をブン殴りそうな権幕に子供はいや取られぬ学校の先生が俘虜から決して物を貰ふことはならぬと言われた
によつて坊は決してあのやうなものから金は受取りませぬと云ひ切ると親爺は益々怒り出し先生が言ふても誰れが言ふても呉れるものを取らぬ
馬鹿があるものかと一時内間喧嘩で八釜しかつたそうながコンナ無教育な、不心得な老爺のある間は学校教育も滅茶滅茶じや

タルノフスキー夫妻 前々号に記した騎兵３７大尉タルノフスキーは予て民屋居住を願つて居たが今度陸軍大臣の許可があつたから一昨日バラックを辞しはしたものゝ
未だ適当の家屋がないので其妻セルダーと共に依然城戸屋に泊つて居る

３６ 波蘭土将校
緒方通訳
将校「ウエンジヤゴーリスキー」〔少尉将第二〇二号〕一番町収容所ニ在リテ明友ナシ蓋シ波蘭人ナルヲ以テナリ故ニ平生又敢テ多ク他ト言ヲ交ヘス内ニ在リテハ廊下又ハ庭上ヲ逍遥シテ室
ニ居ルコト稀ナリ蓋シ同室三ノ露人ノ将校アリシヲ以テナリ他ニ出レハ松山駅ト古町駅トノ間ヲ汽車ニテ往来スルノミニシテ他ノ将校ト交遊シ若クハ海水浴等ヲナスコトナシ
昨日雄群ニ移転セシ一将校カ過日退院シ来リシヨリ又転出スルマテ殆ト二週間仝室ニ在リテ両者互ニ語ヲ交ヘス又名モ知ラスシテ分レシト云 過日偶然市ノ南ヲ流ルヽ石手川ノ橋梁ノ邊ニ
テ仝人ト逢ヒシニ常ニ無ク親シゲニ自分ニ談ヲ交ヘタリ話頭ヲ媾和談判ニ及ホシ果シテ其成立スヘキヤ否ヤ等ヲ問ヒ終リニ嘆息シテ曰ク予ハ露國ノ戦敗ヲ悲マス又媾和ノ条件ノ如何ナルヲ
問ハス一歩ヲ進メテ露國ハ戦敗シテ他国ノ為メニ浸略セラレ其土地ハ四分五裂シテ國トシテノ存在ヲ失ハヽ更ニ可ナリ只予ノ願フ所ハ一日モ早ク本国ニ帰サレンコトナリ平生収容所ニ在リ
テハ他ノ露國将校ヲ気兼シテ君ト語ラフコト少キモ今日ハ充分ニ予ノ真意ヲ告グルナリト聞ク露國ニ於テハ波蘭人ヲ虐待シ市中ニ於テ波蘭語ヲ用フレハ直ニ拘引セラレ縊首セラルト波蘭土
人カ露國ノ逆境ニ陥ルヲ見テ寧ロ窃カニ喜フハ実ニ原因ノ存スルコトナリ（明治三十八年七月二十六日 第二十八回水曜会記事）
３７ 「砲兵」の誤り。
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M38.07.18 非戦闘員出発 既記の通り今回解放帰国を許したる二等軍医正フーグスト、ソルーツ３８及び担架卒二名はバラック詰高橋軍医に伴はれ一昨日午前十時三十分発の
汽車で神戸に向ひ出発した、ソルーツ軍医正独逸語を能くし高橋軍医亦独逸語を能くする処から別に通訳は行かなんださうな、而して此三名は他
の各地収容所から集つて来た非戦闘員と合して昨日神戸解纜の仏国汽船に搭じ帰国の途に就いた筈である

タルノフスキー 城戸屋に宿泊して借家を捜して居た仝夫妻は今度萱町七丁目へ相当な家を見附けたから昨日旅宿を引払ひ仝所へ移つたさうな

ラッセル と云ふ帰化米人が俘虜慰問のため来松して居ることは既記したが仝人は雲祥寺、勧善社、バラックの三ヶ所を慰問したのみで一昨々日九州へ向ひ
出発した、仝人は俘虜に対して演説をなすことを許され陸軍大臣の許可証を与へられて居たが当地では格別の演説もなかつた様子である３９

俘虜と新民 雄群収容所に居る将校中に何つも石手川堤防緑陰を慕ひ行き涼を容れつゝ寝転び居るのがある処が其辺の新平民の婦女等は始終草刈りに出で其
辺を徘徊して居るが中には小供を連れて居るのもあるので俘虜先生は其小供の頭など撫でゝ婦女に近付き片言交りの日本語でお内儀さん助兵衛
宜しいなどゝ戯れ時には金の二円も取らせると云ふ塩梅に其婦女等は之れに慣れて此炎天に草刈りをして僅か五銭や六銭儲けるより俘虜の相手
になる方が幾等好いかも知れんと頓と自分の本業を打ち棄てゝ日々俘虜の来るを待ち受けつゝあり又た萱町土橋附近にも新民の住家があるが其

辺にても日々俘虜の通行を待ちて俘虜にすがりつき恵を乞ふものが多い是等は其筋に於て充分取締つて貰いたいものぢや

M38.07.19 俘虜の自転車競争会 仝じく俘虜の身分でありながら将校に対しては各方面よりの慰問及び物品の寄贈も多く又自由散歩をも許可せられて自ら慰藉することも●なか
らぬに反し下士卒に至つては是れと云ふ慰藉の途もないのは聊か物足らぬやうな気がせぬでもない、処が道後湯の町の御手洗商店では之等下士卒

に仝情を寄せ自転車競争会を催して慰藉を与へんものと其筋へ出願し許可になつたから愈よ来月四日を期し正午より道後公園東トラックに仝会
を催し俘虜全体を招致し其心掛あるものをして自由に競走せしめ優勝者には賞品をも与ふるとのことだ此事を耳にした俘虜等は勇み返つて其日
の来るを待遠しく思ひ居るとは左もあるべし

日露競争 前項の通り俘虜の自転車レースを催すことゝなつたが雄群収容所に居るコンスタンチンと云ふ将校は非常の逸足者ださうだから是と松山の選手

とに競走させたら面白からうと云ふものがある、多分当日最終に此競走を見ることが出来るであらう

旅順籠城者へ送金 旅順籠城の将卒に対し四ヶ月分の給料を今度本国から送金あり不日其配分が松山の俘虜の手にも入る筈

M38.07.21 山越収容所 は是まで長建寺と来迎寺との二ヶ寺であつたが一昨日から弘願寺をも加へてバラック其他から若干の下士卒を割いて収容した

３８ 再ヒ軍医正ノ事
林田通訳
放還セラルヽノ日自分ハ軍医正ヲ送リテ三津マテ至レリ途中松山ノ病室ニ収容セラレシ総人員及全治数ナトモ聞キテ手帳ニ記シ付ケ行キタリ氏曰ク予ノ残念ニ思フコトハ従来帰国セル或将
校等ガ事実ヲ反対ニ吹聴シ斯クシテ実際ハ当地ニ在リテ俘虜カ一般ニ好遇セラルヽコトヲ却テ世上ニハ悪ク思ハシムルコトナリ是レ皆其吹聴スル一二人ガ自己ニ不平ノ事アリテ為メニ全般
ニ関スル真相ヲ伝ヘサルニ由レリ予帰国ノ後ハ当地ニ於ケル俘虜ノ優待セラルヽノ状ヲ記シテ必ス之ヲ明ニセント而シテ若シ許可セラルレバ病院長殿ニハ必ス一冊呈スヘシト自分告ゲテ
「リユーリツク」号ヨリ来レル軍医「ソルーハ」ノ如キハ帰国ノ後我カ待遇ヲ悪口セシ由新聞ニ依リテ知レリト言ヒシニ軍医正ハ曰クソハ蓋シ何人カ「ソルーハ」ノ名ヲ籍リテ曲筆セシモ
ノナリ彼ハ予ヨリ下級者ニシテ予モ彼ノ性質ヲ知レリ彼ハ温良ノ人物ナリ悪口スルコトナカラン兎ニ角予ハ必ス好遇ノ実況ヲ公ニセント（明治三十八年七月十九日 第二十七回水曜会記
事）
３９ 露國人「ラツセル」ノ訪問
加藤通訳
此度俘虜歴訪ノ為来リタル「ニコライ、ラツセル」一両日前「タゲーエフ」少尉ト共ニ勧善社ニモ来リシズ兵卒一同ヲ二階ニ集メ「タゲーエフ」先ツ出テヽ「ラツセル」ヲ紹介シ俘虜慰問
ノ旨ヲ伝ヘ書籍及ヒ必要品ニシテ不足ナル物アラハ此人周旋シテ得セシムヘキコトヲ告ク次キニ「ラツセル」進ミ出テヽ曰ク今「タゲーエフ」氏ノ云ハレシ通リナリ何カ要スル物アラハ之
ヲ聞カン又問フ今日ノ状態ハ如何一同答テ曰ク目下退屈ニ困ム待遇ハ如何 答テ曰ク可ナリ且曰ク我等ハ読ムヘキ書物ヲ望ムト 問フ其外ニ要スルモノナキカ答テ曰ク無シ「ラツセル」即
チ告ケテ曰ク目下退屈ナラハ書物ヲ贈ルヘキニ付之ニ依テ大ニ勉強スヘシ是レ汝等ノ為ニモ利益ニシテ又日本ノ為ニモ汝等ニ仕事ヲ与ヘ得ルヲ以テ一挙両得ナリト「タゲーエフ」語ヲ挟ミ
テ曰ク他ノ収容所ニ於テハ或ハ酒ニ酔フテ喧嘩スル者アリト実ニ不良ノコト汝等之ヲ慎ムヘシト「ラツセル」之ニ応シテ曰ク実ニ然リ殊ニ是ヨリ暑気ニ向フ酒ヲ飲ムハ特ニ衛生ニ害アリ止
メサル可カラスト是時兵卒ノ中ニ或ハ食事ニ砂糖ノ不足ヲ告ケ米ノ不良ヲ述ヘ又薪ノ少キヲ訴振フル者アリ「タゲーエフ」諭シテ曰ク、ソハ宜シク其筋ニ申出ツヘシ今日聞カントスル要目
ニアラスト又曰此勧善社ハ予ノ久ク居シ所ニシテ是処ニ収容ノ兵卒中不良ノ風説アリテハ予ノ面目ニモ関ス汝等一同注意シテ此収容所ノ名ヲ汚スコト勿レト総代「クリヱーク」（元「リユー
リック」号乗組准士官）進ンテ曰ク慎ミテ命ヲ聞ク向後モ又充分ニ注意スヘシト一兵卒評シテ曰ク「ラツセル」ノ容貌ハ「フオーク」将軍ニ似タリト他ノ一人曰ク猶太人ニ似タリト「ラツ
セル」自ラモ語テ曰ク予ハ猶太人ニ似タリトテ為ニ屡々誤リテ問ハルヽコトアリ予ハ常ニ「幸ニシテ未タ猶太ニハ成ラスト」答フルナリト（明治三十八年七月十二日 第二十六回水曜会記
事）
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海水浴日割 既記の通り俘虜の海水浴場は三津と高濱の両所へ設置して随意浴せしめて居るが昨日左の通り日割を改め以後は此割当によつて将校以下午前七
時何分の汽車で出かけることになつたさうだ
月 雄 群 山 越
火 公会堂 出淵町

水 大林寺 雲祥寺
木 勧善社 妙清寺
金 正宗寺 法龍寺
土 病 室 一番町

M38.07.25 久保田廻漕店の痛事 三津濱の久保田廻漕店は今度其筋より陸軍々人軍属及び俘虜一切の立寄りを禁止せられたが其理由は先日波多野師団長の一行が松山俘虜収容所
の検閲を終つて帰団さるべく三津濱に下り仝廻漕店へ立寄つた時其日の午前中よりして本日午後二時頃に師団長以下幕僚等が行くから席の準備
を宜しく頼むと電報で掛合ふてあつたに拘はらず行た見ると仝店では遊泳に来た俘虜将校を多数に休憩させ其為め上等の客室をふさぎ師団長一

行は副官も参謀長も誤茶まぜに小さき一室へ容れて冷遇し却て俘虜を歓迎したとかで其筋のお叱りを蒙るに至つたのぢやとのこと

日本人民の屑 道後湯ノ町古物商和田弁次郎（五十三）は仝町で難的の評を治ねくして居る男だけなが去る二十一日午後五時半頃にも仝町字川端の俘虜待合店古
●ムメ方へ行き奥坐敷で飲酒中であつた大林寺の海軍中尉クレウヱ、ゲオルギーに食つてかゝり無銭酒に有附かうとしたをゲオルギーがアナタ宜
しくないと云ふを弁次郎はアナタ宜しくないとは何のことだと仝人の手を取つて引張り将に暴行に及ばんとしたのを仝地警察分署の芦苅巡査に

認められ三日の拘留処分になつたげな

M38.07.26 俘虜病室収容患者数 城北バラックの俘虜病室に於て救護班開設当初より客月三十日迄に収容した患者数は左の通り
救護班 着任 将校 準士官 下 士 卒 合 計

第八十 五月九日 七八 …… 一八一 八七一 一一三〇
第七十六 仝拾三日 五八 …… 一九七 一〇三八 一二九三
第八十二 仝廿九日 三九 …… 一八六 九五一 一一七六
第四十二 八月廿七日 七〇 九 一〇二 六七一 八五二

第八十一 拾一月一日 …… …… 一〇〇 六一三 七一三
合 計 二四五 九 七六六 四一四四 五一六四

右の内全治二千四百四十五名、転出千八百六十九名、死亡六十参名七名現在七百八十

俘虜自転車競走会単
報

来月四日道後公園に於て開催の筈なる俘虜自転車競走会に就ては松山愛輪会にては同情を表し特に斡旋の労を取る筈にて已に着々準備ださうな
▲右に就き各収容所にては毎週月水金の日午後より道後温泉の入浴を兼ね各選手及び選手候補の下稽古を為す筈で一昨日其第一回をを遣たさう
な▲従来俘虜下士卒にありては自由散歩を得されず其の慰籍方法として僅かに海水浴、温泉入浴の特典に過ぎなかつたが今回自転車競走の催ふし
あるを耳にせしより出走を楽しむもの見物を楽しむもの一同大に勇み立ちて前景気頗る盛んである▲会当日は愛輪会員にて陸軍及収容所用達、大

街道黒田、西堀端山田、仝高橋各自転車商会にて競走に使用する自転車五台ヅゝを無賃にて給提するさうな▲伊予鉄道会社よりは銀メダル三個に
金十円を寄附し当日は午前八時より午後八時まで臨時汽車を出す筈である▲今回の競走賞品は一等純金メダル二等三等懐中時計より以下靴帽子、
シヤツ等可成俘虜下士卒の実用品を検定するさうな▲是れ迄松山に於て俘虜目的を以て商業を始めたる所謂俘虜店や酒保商人等が特に俘虜慰籍
の方法を講じたるものあるを聞かず左れば今回の挙に付て彼等応分の寄贈を為すは至当の事にあらずやといふものがある

M38.07.29 芝居見物を許さる 俘虜将卒の多くは如何か帰つての土産話しに日本の芝居が見たい見たいと云ふて居たが今度之を許され且つ収容所本部が周旋して請元へ交渉の
任に当り今明両日二日間正午から午後五時まで新栄座の新演劇を見に行くことゝなつた、尤も二日間は彼等俘虜将卒が買切るので総て百円で相談
が纏つたとのことだ、芸題は福徳利で一日に百五六十名ほどづゝ見物に行くのだ本日は民家居住者も妻子を連れて出かけるさうな

散歩区域拡張 自由散歩の区域中一部を少し拡げて石手川堤防出合渡より約四百米突の家屋の邊まで許されることになつた

義足下賜 バラックに居るフヒヨードル、マチユーエンコ（三十二）てふ軍曹は先に右足を切断されて療養中の処今度創口が全癒したので一昨日収容所長代
理和田軍医から 皇后陛下恩賜の義足を授与したさうな
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死虜葬儀 バラックのステパン、プーチカてふ兵は二十六日死亡したので二十七日午前九時より葬儀を行ひ例の如く千秋寺墓地へ埋葬した

M38.07.30 俘虜の芝居見物 は前号記載の通り昨今両日に分れて出掛けるのだが見物希望者は収容総数の先づ半分位で将校には行かぬのが多い、殊に其見物者は陸軍に多くて
海軍に少いのは海軍のものは是まで長崎あたりで観劇したことがあつて余り面白がらぬからであらう

自転車レース 来月四日道後公園で催す自転車レースは彼れ下士卒等をして非常に楽しがらせて居るので一昨日も其下稽古を公園で遣つたが却々熱心なもので
ある、会当日は二千人以上の俘虜が出る上に来賓も二千人位あるとのことで之に衛兵等を加へたら随分多数の人が仝所へ集まるだらうから一般叅
観人は決してトラック内へ入れぬとのことだ

タゲーエフ少尉の従
弟

で雄群収容所に居たボリス、ワシリーエフてふ中尉は予々民屋居住を願つてゐたが今回公然許可されたのでタゲーエフの宅へ同居することになつ
て昨日などは二人が連立ちさも嬉しさうに市街を散歩してゐた

M38.08.01 観劇の好評 俘虜将卒の芝居見物は既記の如く二十九、三十の両日正午より実行され殊に一昨日はバラック、公会堂、勧善社等から将校は各個に下士以下は監

督者に引卒されて新栄座へ行き前日よりも何割かの大入であつた、監督者側では河野所長以下多数将校も行き又折柄来松中の佐藤軍医総監も見物
されて居た、芸題は既記の「福徳利」であつたが俘虜等は予て其筋書の露訳したものを貰つて居たから観て其訳を知ることを得頗る満足を表して
居た、而して彼等は将校より兵卒に至るまで皆観劇中は飲食は勿論喫煙さへもせぬ位で妙所に至り微笑を漏すの外極めて静粛であつた、が彼等は
余程之が面白かつたと見え幕間々々には湧くが如きの拍手をして大喝采であつた、で格別評と云ふほどの評は聞かぬが或る将校は我が国（露國）

の芝居は二様にあつて一は芸が少い多く音楽や歌で見物の意識に訴へるもの（日本の能の如きもの）で他は仮装演劇と称するものであるが此芝居
は即ち其後者に類したものであつて所作が多くて眼を楽ましむるので大に面白かつたと云ふて居たさうな

石手川堤防の大当り 昨今の酷暑に三津高濱方面の海水浴も流行だが石手川堤防緑陰の納涼も大流行にて将校と云はず兵卒と云はず出掛けて居る、石手川堤防も出合渡
りが大モテで昨日も妙清寺の俘虜が五十名位一緒に遊びに行たさうな

津田の出張店 道後で俘虜のために飲食店をして居る津田は俘虜海水浴の便を計る為め三津濱町の長春樓を借り受け仝処に出張店を開設したさうな

M38.08.03 自転車レース 俘虜下士卒の自転車競走会はいよいよ明日道後公園で催さるゝので其下稽古は既記の如く毎週月水金の三曜日に午後一時より五時まで遣つて居

るが其風が随分滑稽なのでなかなか見物人が多い▲道後温泉から金十円と留湯券三枚、松山港●白石、諸岡及び勧善社、一番町の酒保から金五円
宛の賞品を仝会へ寄贈したが其他の俘虜店も多少の寄附をする筈で目下寄々相談中である▲伊予鉄道は当日全線に臨時列車を出すさうな▲賞品
の寄贈が割合に多いものだから余興として自転車に得乗らぬものゝ為め特に徒歩競走其他の遊戯をさして賞品を与へることにするとのことだか
ら定めて盛況を呈するだらう殊に▲露兵同志の競技でなく我々日本人とも各種の競技をしたいものだと申込んで居る者があるから許可を得てい

よいよ日露両国の腕比を遣ることになれば一層の興味を添へる次第ぢや

俘虜の海水浴場 は三津、高濱の二ヶ所にあれど従来は重に三津濱へのみ行て居たが彼等が休憩所に充てゝ居た小富士亭が立寄禁止となつたので近頃は多く高濱へ
出掛ける様になつた、で城戸屋旅舘は其筋の許可を得て仝地武揚会水泳場休憩所の北側へ俘虜向休憩所を設け一昨日より開始したさうな、而して
彼等の泳ぎ方は皆抜手だから長い間は到底得泳がないで直に疲れて仕舞ふとのことぢや

M38.08.04 広告 伊予鉄道 八月四日（雨天順延）於道後公園 俘虜自転車大競走会開催アリ 道後線臨時汽車増発

民屋居住 松山松前町一丁目に其妻女が来て居る伯爵大尉コンスタンチン、ベンケンドルフは一昨日民屋居住を許された

逃走兵護送 先に大林寺収容所を脱して重信川堤防まで逃れしも出合渡りの下手西高柳で捕へられたる海兵三名、陸兵二名は引続き営倉に入れてあつたが軍法
会議に附すべく一昨日憲兵が護送して善通寺へ送つたさうな

演劇を催す バラックに居る露兵中俳優も居れば俳優ならざるも遊芸の嗜みあるものが多いので此程来芝居の稽古をして居たが娯楽室の一部一舞台も出来れ

ば装飾も出来多少の必要具も調ふたのでいよいよ本事に催すことゝなり他の監督将校や収容所員へも案内して昨日午後四時から同所で催した筈
である

三津濱久保田回漕店 は予て陸軍々人軍属及び俘虜の立寄禁止となつて居たが一昨日より軍人軍属の立寄りを許され且つ公会堂収容所の酒保も再び許可になつたとの

ことぢや

M38.08.05 バラックの朝顔 城北練兵場内バラックの東の垣には一面に朝顔が植えてあり昨今朝毎に美事に咲いて居るので病傷になやむ露兵等は頻りに喜んで居るし且つ彼
等ばかりか此花は構外からも見えるので之を見に行くものが毎朝沢山あるさうな
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自転車レース 昨日道後公園に於て催すべかりし俘虜慰籍自転車競走会は前日来の雨天殊に当日も朝のうち降雨だつたもんだから準備が出来ず延引していよい
よ本日（雨天ならざる限り）仝園東トラックに於て開会する筈だ

赤痢病に罹る 雲祥寺収容所に居る一等軍曹ヤーコーフ、ガルピースキーと云ふは此程来下痢を催すので一昨日診断を受けた結果擬似赤痢と見立てられてバラッ

ク内伝染病室へ送つたが他にバラックにも将校の従卒が一名同病に罹り尚ほ雲祥寺にも疑はしいのが一名あるとのこと

M38.08.08 俘虜自転車競走 俘虜下士卒の自転車レースは予記の通り去る土曜道後公園東トラックに於て催された案内を受けた自分も之が景況見かたがた午後二時頃に出掛
けて見ると丘の裏手の山の崖には二三の小屋が出来又或る区域内へ縄張をして来賓席となし、西田、太田両県事務官、井上中尉外収容所員並に監
督将校、軍医、津下、粒良両医学士、夏井県会議長、藤野五十二、八束私立両銀行頭取、赤十字救護班員、阪井、白井、向井、上田諸警部及び俘

虜将校、傷病露兵など立錐の余地なきまでに見物して居り平地トラックに接しては来賓席に面して一段高く審判席を造り藤野政高氏以下審判員詰
切り特に加藤通訳も茲に詰めて号令なんか掛けて居る其後方には音楽場あり直接したる北手には賞品授与所が設けられ左右には下士以下露兵の
観覧所を設け是等小屋掛の軒下や並木桜の枝には無数の万国々旗を吊して美観を添えドラック外周囲には竹構をして一般見物人は其内へは這入
らせないことにしてある此日の見物人は露人千名以上、日本人二千内外であらうと見たは余り間違のない見当だらうと自負する

扨競技は午後一時頃より始め三人づゝ三周の競走を遣つたのだがこれを十九回遣つて此三週競走に第一着を占めたものを選手にし此選手競走（五
周）を五回遣つて更に選手中の選手七週競走が二回と又この七周競走に勝つた二人に最後決勝競走を遣らしてこゝに俘虜レースを終り次にテイア
イ商会高橋某の曲乗を遣つたが其技の軽妙なるには舌を捲かざるものなく終りに日露連合五週競走を遣つて六時頃無事終了を告げたのであるが
当日は時節柄にも拘はらず一滴の降雨なく競技者も観者も十分満足を表したらしくなかなか盛会であつた

彼等の技術は概して未熟だから競争中堤へ乗上げるもの落車するもの多く殊に車より下りんとする時の如きは十人が九人まで顛倒したのは寧ろ
滑稽であつた斯る有様だから稍々もすけば見物人若くは競走者同志が衝突し乗手にして腕足などに擦過傷を負ひしもの多かりしもシカモ彼等の
熱心は三週の競走に三回まで転落して尚ほ且つ輸贏を争ひたる程であつた、尚ほ其勝負附等４０は次号に掲ぐることゝせう（一記者）

広告 英国製ライオン自転車 堅牢無比 高尚軽快 神戸ヨ子商会 松山販売元 松山三番町 テーアイ商会

M38.08.09 俘虜の演劇 は初め山越収容所で行はれ目下はバラックが盛んであるが今又勧善社収容所の露兵も之を催す計画があつて此程来頻りと舞台の調製にかゝり一
方芸の稽古中であつたが昨今準備全く整頓した様子だから一両日中に催すだらう

娼妓と俘虜 土曜日の五時半頃道後梅木席の娼妓だるま（西脇ヨシノ）が松山へ来ての帰るさ持田村字一本木の街道で道後方面より来る自転車に乗つた俘虜将
校が二人、其一人はワザとらしくだるまに突当り跡をも見ずして彼方へ去つたげながだるまは為に其場へ倒れて手足へ怪我をしたものだから其旨
道後分署へ訴へて出たそうな

日本演劇評 過日新栄座へ見物に行た連中の日本劇評は概して姫路よ於ける俘虜の日本劇評と同じく舞台の背景が悪いとか囃子が芸と調和しない殊に拍子木
が邪魔になつて仕方がないと云様なことだが就中可笑いのはバラックの一俘虜で帰来後頻りに劇中の女を評して如何にも不出来千万だアノ貌の
不味さはドーモ話にならぬと云ふて居るから通訳がお前は全体アノ役者を女と思ふぞと聞くと無論女であらうと云ふから女ではない男が女に扮
して居るのだと説明して聞かした、処が彼は非常に驚いた風で自分は全く真正の女たと思ふて居つたが男とすれば実に巧なものであると舌を巻い

て驚歎して居つたさうな

M38.08.10 所員更迭 善通寺収容所へ転任せし井上憲兵中尉の後任は一番町収容所勤務歩兵少尉漆谷一郎氏が之を命ぜられ又仝少尉玖島竹蔵氏は漆谷少尉の後任とし
て一番町収容所の監督委員となつた

収容所開始 山越収容所中不退寺収容所を昨日より開始して妙清寺に居た下士卒九十二名が此処に移された、又閉鎖中の妙圓寺収容所も近日中に開始して将校
中の猶太人や波蘭人を集めることにするさうな

俘虜工場 松山収容の俘虜中には縫工靴工其他各種の職工が彼是百名近くもあるとのことだが是等の為に一は慰籍の一助とし一は無聊を医するの方法とし

て今後各其職業に従事せしむることゝなり目下機械器具等の調製中である、近日より出淵町妙清寺を職場とし僅少の工賃を以て民間よりの注文に
応ずるさうな

遮断解除 赤痢発生のため交通遮断中であつた雲祥寺収容所は昨日を以て遮断を解除せられたさうな

４０ 自転車競走会の勝敗等についての続報、コピーなし。



67

芝居の筋書 近頃の様に彼方にも此方にも芝居を始めることゝなつたので河野大佐は昨日命令を発して以後は予め其筋書を提出し許可を得た後でなければ演
ずることを許さぬことにしたさうな

バラック現員 一昨日調によればバラック病室の現員は将校二十六人、準士官七人、下士百十九人、卒四百六十六人、合計六百十八人（内重症二百八十九人）で

ある

M38.08.11 勧善社の演劇４１ はいよいよ来る十八日に催す筈で目下脚本の手入れ中ぢやげな

妙清寺の工場 はいよいよ昨日より開くことゝなりバラック其他から大工、鍛冶屋、裁縫師、靴工、指物師などが集つて仕事に着手した

洋画の名手 雲祥寺収容所にイワン、ブラツツオーと云ふ下士がある４２、彼は油絵師を以て本職とせるもので却々の妙手だから過日来収容所へ呼寄せ絵の具や
筆を買与へて描せて居るが朝の八時頃から午後は四時頃まで万事を忘れて一心不乱に遣つて居る、是迄に揮毫を終へたのは肖像画と風景画と各一
枚づゝであるが目下更に風景画（三津街道より松山城を望む）に手を着けて居る、記者も一見したが素人目ながら其凡手ならざるを知つた、実費

と一日の手間賃一円づゝとを払へば民間の需めに応じて書かすことにするとのことぢや

M38.08.12 閑日月 日本俘虜が謹慎なるに引換へ露國の俘虜は暢気なものだが、現に京都に収容せられて居る日本海ゝ戦の降伏将校なぞは甚だ多額の金貨を有し、中
には五六万も所有するものありて従卒すらポケットに入れ切れぬ程の金貨を所有し、衣食飲食等も頗る贅沢を極て居る、所が驚くべきは此俘虜仲
間には煙草の一本も買へぬ程の者があつても一向かまはず、我将校や酒保商人が気の毒に思ふて煙草や菓子でも恵与すると、彼等は不思議さうな

顔をして見て居るさうだ

M38.08.13 露國の我俘虜待遇 俘虜として露國に収容せられ居る我が同胞下士卒に対する露國政府の取扱振充分ならざること各種の報告に依り明白となりたるを以て我政府は
特に本邦駐剤仏国公使を経て露國政府に向ひ我国に於ては俘虜として収容せる露國軍人に対し周到懇切なる待遇をなし居るを以て露國に於ても

宜しく我下士卒に対する待遇を改良せらるべしとの旨を交渉せし由なるが之が為め爾来敵国の我下士卒に対する待遇も稍面目を改めたる模様あ
りとなり

M38.08.19 妙圓寺と龍穏寺 久しく閉鎖中であつた萱町二丁目妙圓寺収容所を昨日から●に開所して大林寺、公会堂、出淵町の各収容所に居た大佐以下九十五名の将校を収容

することにした、又山越収容所の龍穏寺も本日より開始して猶太人、波蘭人ら露人以外の下士卒を収容する筈である

傷病俘虜死亡 バラックに入院治療中であつた狙撃歩兵第五連隊第十二中隊附の二等軍曹シハイル、ヅラーフは頭部貫通銃創から他病を併発十四日死亡したので
翌日葬儀を執行し山越の千秋寺墓地へ葬むつた、仝第二十五連隊第十二中隊の卒パーウヱル、イパートフは昨日午前八時十分肺病のため死亡した
ので本日午後一時より例の如く鈴木司祭が葬儀を執行するさうな

勧善社の演劇 は既記の通り昨日午後四時より催した筈である

４１ 俘虜将校ト演劇
加藤通訳
勧善社ニ於テハ芝居ヲ挙行スルニ付準備ニテ日々混雑シ居レリ将校「サウイツキー」〔第二一〇号〕笑テ曰ク準備ニ就キテ彼是ト周旋シ巡視シテ至ル毎ニ必ス幾分ノ自費ヲ投セサルヘカラス
即チ一寸一目観レハ五円ヲ要スト云フ有様ナリ今日迄是ノ如クシテ既ニ五十円モ投シ了レリ今後幾何円ヲ費スヘキカ分ラズト。斯カル状況ニテ準備モ大ニ成リ「ウシロ」幕ノ如キモ既ニ立
派ナルモノ三四完成セリ兵卒ニシテ出演スル者ハ夙ヨリ稽古ヲ初メ日々熱心ナリ衣装「カツラ」等ヲ依リテ用ヒ居レリ演劇ハ三日間（二時間程宛）行フ筈ニテ第二日ハ俘虜将校ニ観覧セシ
メ前後二日ハ各所ノ兵卒ニ見セシムル都合ナリ（明治三十八年八月十六日 第三十一回水曜会記事）
４２ これまでに登場した絵を描く捕虜は、歩兵少尉ミハイル、コステンコ（M37.08.06「絵画少尉」、M37.09.01「画家の訪問」）、兵卒シモンミニレゾン（M37.09.27「画を能くする兵卒」）、
予備少尉ボリス、タゲーエフ（M37.12.14「タゲーエフ日本画を評す」）。
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パン 彼等の食用に供するパンは是まで用達組から収容所へ入れて居たのだが今般其製造器具等を収容所に借受け露兵をして之を焼かしむることゝし
数日前より用達組の製造工場で焼いて居る

在露國日本俘虜 聖彼得堡俘虜情報局の通報に基きたる本月十四日現在の調査左の如し

▲戦闘員
陸軍 将校 一四▲下士 三二▲兵卒 四四七▲看護長 一▲看護卒 三▲通訳 一▲其他 一
海軍 将校 二▲下士 七二▲兵卒 一三▲大主計 一▲筆記生 一▲技手 二▲合計 五〇九４３

▲非戦闘員

職員（船舶乗組） 四二▲海員水夫 二一七▲鉄道員 三▲写真師 二▲便乗者 一〇▲其他 一六▲合計 ●三〇４４

通計八一〇４５

右は露國情報局の通報により我が情報局に於て取調べ官報を以て公示せる人員なるが尚ほ露國情報局の通報ありたるも姓名不明にして目下照会
中のもの二百余名、露國情報局より未だ何等の通報あらざるも本人の私信により俘虜として収容せられ居るものと認め得るべきもの百八十余名総

計千二百余名と算せば大差なかるべしとなり

M38.08.22 自由外出時間の延長 宣誓したる俘虜将校の自由外出は是まで半日と終日隔日であつたが以後は毎日（日曜大祭日を除く）午前六時より七時までの終日随意に外出を許
されることゝなつた、本日より実施さるゝであらう

勧善社の芝居 は尚ほ引続き催されつゝあるので去土曜日は収容所員や俘虜将校に案内して多数の見物人があり又昨日は俘虜兵卒のために午後四時から演つた
筈である

仏国婦人去る ア子ールシ（三十歳）と云ふ仏国の婦人通訳を連れて来松したことは既記したが４６彼は神戸北長挟通りのホテルの雇女ぢやさうで用向は自分方の

広告に来たものである、だから来松後民屋居住の俘虜などを訪ひ平和克復の上は是非帰途立寄つて呉れと云ふ意味を述べ多数の広告紙を置いて一
昨日神戸に向ひ立去つたさうな

M38.08.24 水兵死亡 旅順砲台水雷部附の水兵コンスタンチン、オスタフイエフは予て腸室扶斯病に罹りバラック伝染病室に収容中であつたが一昨廿二日午前二時四十
分終に死亡したさうなし

俘虜現在数 一昨日調べ収容数は二千二百〇九名（民屋居住者とも）と外に営倉に在るもの十九名と小児一名とである

妙円寺の俘虜４７ 先日開いた萱町二丁目妙圓寺収容所の俘虜は何か不都合があつたとやらで仝所の俘虜は引続き外出止めとなつて居る、のみならず昨日も二名の将

校が営倉へ入監さゝれて居た

４３ 合計 五九〇になる筈。
４４ 判読不能だが合計 二九〇になる筈。
４５ 通計 八八〇になる筈。
４６ コピーなし。
４７ 俘虜将校ノ謹慎事件
竹田通訳
此度謹慎ヲ命セラレテ公会堂ヨリ妙円寺ニ移サレタル将校ノ事ニ付テハ雄群収容所ノ将校ハ其内情ヲ知ルヤ知ラスヤ先日其未ダ妙円寺ニ移ラスシテ公会堂ニ於テ一時他トノ交通ヲ禁セラレ
シ時仝所ニ面会ニ赴キテ初メテ交通ヲ止メラレシヲ知リテ帰リ来レル者両三名アリキ、サレバ其何故ニ然カルカヲ多少ハ推知スル所ナランモ尓来今日ニ至ルマテ此事件ニ関シテ雄群収容所
ノ将校ハ多ク言フ処ナキモ奇ナリ思フニ彼等ハ海軍ニシテ此等ハ陸軍ナルカ為ニモ因ラン乎
神谷通訳
公会堂ニ於テハカノ謹慎事件ノ原因タル連署文ノ記名ヲ取消シタルモノ三人ニ及ヘリ、其一人タル「モルドウイン」〔将第六七九号海軍中佐〕ハ曰クカノ記名ノ当時予ハ眠リ居リシナリ其処
ヘ「スコロホドフ」海軍少佐〔将第四八九号〕来リ予ヲ呼ヒ覚シテ記名セヨト言ヒタリ予ハ其書類ノ何物タルカヲ詳知セス多分貸与金ノ事ニ関シテ本国ニ送ルモノト思ヒテ記名セシナリト。
又「グリヤセル」〔将第五六七号〕及「ヨドコ」〔将第四一九号〕ノ如キハ連署ノ時ニ中途ヨリ事情ヲ聞キシノミニテ能ク始終ヲ審ニセス然レドモ多数ノ人々カ記名セシヲ以テ予モ又署名ニ
加ハリシノミ故ニ罪ヲ謝セヨト言ハルレハ予等ハ衛戍司令官閣下ノ前ニデモ至ルコトヲ辞セスト公会堂ニ於テハ始ヨリカノ事件ニ賛成セスシテ衷心ヨリ記名ヲ肯セサリシ者ハ「グレヂヤキ
ン」〔将第五三八号大機関士〕及ヒ「ベレンス」〔将第五六四号小機関士〕ノ二人ノミ其他ハ幸イニ散歩ニテ不在ナリシ為ニ記名ヲ為ササリシマデナリ、

妙円寺ノ有様
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監督将校の交迭 妙圓寺収容所監督将校南合中尉は病気の故を以て罷められた後任には国民大隊の少尉武田傳氏がなつた

M38.08.29 祈祷と特別外出 松山の俘虜一同は一昨日バラック祈祷室に集り午前は八時より十一時まで、午後は五時より七時半まで聖祖降天祭を執行したので同日は日曜であ
つたけれど特に自由外出を許された

病卒死亡 旅順の俘虜で予備第四大隊第一中隊の卒ニキータ、スシルノフは予て肺結核でバラックに居たが一昨日午後五時三十分終に死亡した

M38.08.31 赤痢発生 山越来迎寺収容所の海軍兵曹ステパン、ツラヒーモフは一昨日午後三時三十分赤痢病を発生しバラック伝染病室へ収容せられ来迎寺は爾后一週間
の交通遮断となつた

演劇 城北バラック病室の俘虜は又しても一昨日演劇を催したが此日の筋書は従来の如き姦夫ものとは違つて如何にも面白かつたとのことぢや４８

ア子ールシ 神戸から来て居る仏国婦人の仝人は高濱有信舎跡を一ヶ月三十円で借受け待合開業の筈であつたが沙汰止となり道後方面で開店すべく目下準備
中である開店の上は他に数名の仏国美人を神戸から輸入し大にロスケをたぶらかす筈じやそうな尚ほ右のア子ールシことは元は芸妓を勤めてゐ

た女じやげな

M38.09.01 東京来電（卅日発）
講和成立せり

講和成立せりとの報あり（三十日第二号外再記）

加藤通訳
収容ノ初ニ当リテ思ヘラク妙円寺ニ九十余人ヲ容ルヽトセバ一名ニ付畳一枚トニ分計リナリ従来ノ居所ノ悠ナリシニ引換ヘテ此有様ニテハ必ス不平ヲ言フナラント依テ自分ハ第一回トシテ
移リ来リシ大林寺ノ将校ヲ容ルヽニ当リ中佐（ルトーニン？）ニ室割ヲ托シテ一切ヲ仝人ニ委セタリ、然シ案外何人モ不平ヲ言ハス夫々ノ室ニ入リ第二回第三回モ無事収了セリ食事ハ室内
狭隘ナルヲ以テ廊下ニ於テ為ス点呼ヲ受クルモ一々戸外ニ整列ス、或ハ言フ者アリ予等ガ謹慎ノ処分ヲ受ケンハ当然ノコトナレドモ此収容所ニ附ケラレタル君等職員ニ対シテハ実ニ気ノ毒
ナリ其労苦察スヘシト自分告ケテ曰ク然カリ気ノ毒ニ思ハヽ能ク我等ノ言フ所ニ従ヒ給ヘト此ノ如キ有様ニシテ起床就寝トモ号令良ク行ハル。昨日已来本部ニ呼ヒ出サレシ者ハ営倉ニ入レ
ラルヽ等ノ事ヨリシテ一タヒ出レハ復タ帰リ来ラス之カ為ニ本日モ取調ノ為一将校ノ呼ヒ出サルヽヤ皆々送別ノ辞ヲ以テ挨拶セシニ案外再ヒ帰リ来リシカハ一同喜ヒテ門マテ迎ヘタリキ

便利ナル弁解
神谷通訳
公会堂及出渕町ニ於テ妙円寺ニ移転ノ日一々呼ヒ出シテ将校ニ連署ノ理由ヲ問フ、皆答テ曰、予等ハ古参ノ将校ヲ信ス故ニ事情ハ詳知セサレドモ記名セリト自分ハ更ニ問フテ曰ク然ラハ其
古参将校ニシテ悪事ヲ為サハ奈何 猶ホ之ニ雷同スルヤ彼等答テ曰ク予等ハ古参ノ将校カ悪事ヲ為サンコトヲ信セスト思フニ連署セシ者ノ多数ハ事実ヲ知ラサリシ也。中ニ就キテ異レルハ
「セレツキー」〔将第二号〕ノ答弁ナリ予ハ軍人ナラス故ニ彼等ト共ニ連署セサルナリト然レドモ又時ニハ其嘗テ軍人タリシ事ヲ標榜ス畢竟自己ノ利ト成ルト否トニ依リテ種々ニ口実ヲ設ク
ルナリ一両日前出渕町収容所ニ於テ従卒四五名相集マリテ騒ク口論ナトセル所ニ仝人来リテ彼等ヲ叱シテ曰ク皆々夙ク立去レ汝等ハ予ヲ何トカ思フ従卒答テ曰ク「セレツキー」サン也仝氏
更ニ励声シテ曰ク予ハ中佐ナリ、上官トシテ汝等ニ命令スト、従卒屈セス言フ勿レ日本ニ在レハ同ク俘虜ナリ即チ一個ノ「セレツキー」サンノミト氏益々怒リテ従卒ヲ打ツ従卒渋々其場ヲ
去レリ然シテ呟キテ曰ク「今ニ見ヨ國ニ帰レハ首ガ無キゾ」ト
小笠原通訳
大林寺ニ於テハ「ルイバコーフ」〔将第一号〕ノ答弁モ又軍人ナラサル故記名セサリシト云フニ在リキ。「ガラワーン」〔将第四七五号〕曰ク予ハ他人ニ忠告スレドモ彼等ハ一切予ノ説ヲ聴カ
サリシナリ故ニ予ハ独リ自分ノ意見ヲ以テ連名ニ加ハラサリシナリト此人ノ如キハ真ニ反対ノ意見ヲ有セシ者ニシテ他ノ人々ノ如ク雷同セシニ非サルヲ知ルヘシ妙円寺ニ転出ノ際ニ人々ハ
周章シテ忙シケニ荷物ヲ取片付ケ私費ニテ作リ付ケシ物ヲ取リ除クル等大混乱ヲナセルニ反シ関係ナキ他ノ者等ハ此有様ヲ見テ故ラニ悠々トシテ庭上ニ逍遥シ、恰モ予等ノ意見ヲ用ヒサル
為ナリト言フカ如キ挙動ニシテ其照応ノ状又一奇ナリキ概シテ残留ノ人々ハ皆機嫌克ク自分ニ応接セリ（明治三十八年八月二十三日 第三十二回水曜会記事）
４８ 演劇ニ就テ
林田通訳
今回挙行ヲ許サレシ演劇ハ其初メ脚本ノミニ就テ考フレハ甚ダ野卑ナルモノト思ハレシガ実際ニ大分変更ヲ加ヘテ更ニ見悪カラヌモノト成レリ当初此演劇ノ周旋者タル「バラノフスキー」
〔中佐第六一三号〕ニ此由ヲ談セシ時仝人ハ答テ曰ク猥褻ヲ以テ咎ムルコト勿レ露國ニ多ク行ハルヽハ此種ノモノニシテ脚本ノ中百ノ九十五ハ皆斯カルモノナリ然レドモ誤解スルコト勿レ
是等ハ地方ノ都邑村落ニ行ハルヽモノニシテ堂々タル大劇場ニ於テハ亦善美ナル脚本ニ由リテ演スルナリ、今ヤ道具モ無シ人モ無シ而シテ其興行ノ目的ハ実ニ俘虜ノ下士卒ガ無聊ヲ慰メン
ト欲スルニ在ルノミ此点ヨリ考フレバ又恕スヘキニアラサルカト。此日猶周旋者ノ一人タル下士「ウイノグラトフ」ヲ呼ヒテ脚本ノ如何ヲ問フテ本人答テ曰ク其内容ハ悪シキニ非ス実ハ表
題ガ悪シキノミ、ト時ニ又「シドロフスキー」少尉〔第六六二号〕来リテ猶之ヲ猥褻ナリト叱ス下士答テ曰ク否々、既ニ中佐モ亦「マルチノフスキー」〔一等大尉第六一六号〕氏モ可ナリト
言ハレタリト、之ヨリ其説明ニ由リテ詳細ヲ聞キ然ラハ可ナリト諾シタリ自分ハ更ニ仝人ニ向テ問フテ曰ク先キニ「バラノフスキー」氏ハ可ナリト云ヒ而シ今君ハ不可ナリト云ハル予ハ実
ニ脚本ノ良否ヲ判スルニ因ムト仝人答テ曰ク予モ全然不可ナリトハ云ハス唯予ヲシテ監督ノ位置ニ在ラシメハ斯カルモノハ許可セスト云フノミト、然レドモ之ヨリ脚本ノ中日本ノ風俗ニ考
ヘテ面白カラサル部分ヲ除キ更ニ觝触セサルモノト改正シタリト見エ而シテ見物ノ俘虜将校モ喜ヒ居タリ（明治三十八年八月三十日 第三十三回水曜会記事）
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講和成立条件 講和は左の条件を以て成立に決せり
一、樺太全部割譲
一、俘虜収容費二億円領収 （三十日第三号外再記）

平和成立後報 ポーツマス発電報に曰く廿九日の会見にて彼我の意見一致したるを以て平和条約を起草せりウ井ツテは日本の修正案樺太分割、償金要求の二個条
撤回の旨露帝に電奏せり
講和条件調印了れり （三十一日第一号外再記）

講和成立別報 ポーツマス発電報に曰く償金問題を撤回し樺太島の半部を露國に譲ることに決定せり（三十一日第一号外再記）

ロ提督収容所変更 ロジエストウエンスキー提督は京都妙法院へ収容の筈なりしが都合により智積院へ収容することに変更し本月上旬京都着の筈

M38.09.02 俘虜待遇の抗議 我が政府の露國俘虜に対する寛大至仁なるに反し露國政府の我が同胞俘虜に対する待遇甚だ惨酷なるは常に内外人の認むる所なるが是れに就き

曩に一回抗議を申込みたるに拘らず未だ其の待遇を改めざるを以て今回更に新抗議を申込みたる由

松山警察署の撃剣会 は既記の如く卅一日午後一時より巡査教習所道場に開会堀田、奥田、伊奈三氏審判の下に警察、教習所、監獄、有志等数十番の試合をなせり来賓
は河野収容所長及び陸軍将校等にして俘虜将校五十名計も観覧を許され頗る盛会なりし、重なる勝負表左の如し（省略）

恩賜の徽章を失ふ 出淵町収容所に居る海軍将校のキシモフと云へば彼の義勇艦隊に居た最古参将校であるが仝人が予て露帝陛下の恩賜なりとて肌身放さず持つて
居る円形と楕円形との二個の十字架徽章を何処で落したのか失くなつて居るのを去る二十六日発見した、外のものなら兎も角も恩賜の品でこれは
是非とも尋ね出さねばならぬ物ぢやさうで爾来其筋の厄介となり尋ね探して居るけれど一向見当らず別項の如き広告４９を見るに至つたのである、
円形の徽章には片側に人が水を提げて居る図があるのぢやさうな

和議成立の歓び 講和談判終結に及んだことは未だ公の通知がないから其筋の役人からは話さぬけれど出入の商人や外出先で聞知りシカモ其条件が露國に大利益
なものだから将校と云はず兵卒と云はず彼れ俘虜共の喜悦一方ならず昨今「ワタシもうこれあります」などゝ帰る手真似をして逢ふもの毎に語つ
て居る

M38.09.03 山越の赤痢 先日より交通遮断中の山越来迎寺収容所は一昨日又々一名の赤痢擬似患者を発生し更に一週間の交通遮断となつた、また仝長建寺収容所も赤痢発
生のためまだ交通遮断中である

タゲーエフの転宅 萱町に民屋居住をして居たボリス、タゲーエフ少尉は其従弟と共に一昨日北夷子町元花の家跡へ転宅した筈じや

M38.09.06 俘虜店の閉店 一時京都、長崎、神戸等より我も我もと松山へ押掛け市内各町道後三津等にも開店して港町筋の如きは所謂露西亜町の称を得るに至りし程の盛況
であつたが其後当地に於ける俘虜の収容数は追々減却され、而已ならず彼等の囊中漸く毀れた矢先へ今度妙圓寺事件があつてからはトント外出者
の数を減じ是れじや行かぬとこぼし居る折柄今度いよいよ講和の成立を見るに至つたからモー此上は甘い汁すう目途もない夫よりは長崎なり神

戸なり己が処へ帰つて彼等が帰国の際に於ける作戦計画を立てるに如かずと思ふてか多かりし俘虜店は此頃ボツボツ閉店して帰郷しつゝあり現
に港町筋にても二三の貸家を見るに至つた

俘虜将校日兵に殴ら
る

二日午後四時頃松山一番町で何かの事の間違ひより一名の俘虜将校は二名の日本兵に殴打されたので俘虜は仝町巡査派出所へ逃込み訴へ居る処
へ件の兵士が其処へ来たので又しても喧嘩に花が咲かうとし日本兵は●戯半分に帯剣を擬したもんだから俘虜将校は屹驚仰天何処かへ逃げ出し

たとのことだが日本兵は多少酒気を帯て居たさうで目下取調中さうな、いづれはこれも講和に負けた余抹なるべし

M38.09.08 山越収容所紀事 赤痢発生のため交通遮断中であつた長建寺及び来迎寺収容所は遮断解除となり龍穏寺は来る十一日限り之を閉鎖し同時に法華寺及び浄福寺の両
収容所を開く筈である

４９ 遺失物探索広告
一金鎖付銀製楕円形十字架徽章
一金鎖付金及鉄製円形十字架徽章
但周囲に錨及剣を鋳さるものを附す

右物品遺失せる事八月廿六日発見せり万一拾得せられし人あらば松山兵営内俘虜収容所本部に宛て御送り被下度し相当の謝金を呈すべし
松山出淵町俘虜収容所内 キシモフ（『海南新聞』M38.09.08 掲載）
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外出止め 講和の失敗を憤慨する国民の声は愈々大に●●盛に赴いて稍ともすれば俘虜と人民乃至は軍人と俘虜とが衝突し兼ね間敷く思はれ殊に本日は市
民大会を催すことなれば万一を予防する為め特に本日は午前中より俘虜一般の外出を禁ずることゝなつた

広告の効め 出淵町収容所の海軍少佐キシモーフがいと大切な恩賜の徽章を紛失したので発見して呉れたものには相当の礼をすると云ふことは此間中の海南

新聞に広告されてあつたが広告の効め直に顕はれ彼の徽章はバラックへ出入りする商人とかゞ拾つて居たので之を届けて遣るとキシモーフは大
に喜び金三円とかを謝礼したさうな、而して仝人は是たしかに新聞のお蔭だ広告の効能だと云ふて居るさうな

西瓜を好む キシモフと云へば思ひ出すが仝人は此一両日前烈しい下痢を催して今はバラックに入院して居る、其原因は何故かと云ふに西瓜を過食したからだ
さうな、一体露國には西瓜のやうなものはないが彼等は一たび是を食して非常に其美味なるを賞し競ふて之を食すとのことだ

講和を疑ふ 人さまざまだから強ち一概に斯うだとは云へぬが多くの俘虜は未だに講和の成立を疑ふやうである、其理由如何と云ふに和議の条件が少々不満足
であらうがどうあらうが誰しも戦争が休んだと云ふことは喜ばなければならぬ事柄だから日本の人民は必ずや講和成立を告げたら大に万歳を叫
ぶでありさうなものを未だ市民が集会した模様もなく万歳を連呼した風もないから信じることが出来ぬと云ふて居るさうな、条件の如何によらず

講和を喜ぶとは何処までも露國気質を見るべしぢや

M38.09.12 俘虜少将の気焔 目下萱町に民家居住を許されて静養中の俘虜陸軍少将がン子ンフエルドが媾和成立の模様を伝へ聞きて嘆息しながら我が露國は開国以来未だ曽
て寸地も領土を割いた事が無い、然るに今度は樺太を日本に割譲したと云ふは実に憤慨に堪へぬ、寧ろ償金を出すのは左程の耻辱とも思はぬが此

領土割譲と云ふことは如何にも残念千万であるなど頻りに気焔を吐て居る

俘虜の買物 妙圓寺俘虜の禁足で目下は外出散歩者が減つては居るがすでに媾和が成立したとすれば不日恋しの本国へ立帰ることも出来やうからと此頃は皆
土産ものゝ買集めに心を配つて居る、で彼等は可成日本固有の物品を買はふとして屏風の如き大場なものまで買ふて居る、聞けば近日中に四ヶ月
分の給料が到着して其分配を受ける筈だから其金が彼等の懐中に入つた暁には随分多くの買物をすることだらうと地方の商人は期待して居るさ

うな

場末の散歩 これも矢張り帰つて後の土産話しにする材料を得やうとてゞあらう自由散歩の将校等は近頃港町筋や小唐人町筋等の如き大通りよりもつとめて
藤原だとか城北だとか場末の陋巷をも散歩して居る

M38.09.13 松山の地震 松山地方にては昨日午後一時稍強き地震ありたり

外出時間の短縮 漸く日の縮まりしに連れて宣誓将校の自由外出時間は午前六時より午後六時までに変更された

進行中の汽車に飛乗
る

雄群収容所の俘虜将校二名は昨日午後高濱方面へ遊びに行かんと腕車に乗り松山停車場へ向ふたが今しも●正寺前の踏切に来た折柄此時遅く彼
時早く三時十分発の下り列車はすでに徐々進行を始めたる時なりし故最早乗車券を求めて開札口に廻る遑もなく去りとて次の列車まで待つもつ
らしと思ひてか仝踏切にて腕車を下りるや否や漸く勢づかんとせる件の列車の一等室に飛乗つた、是を見た車掌や他の乗客はアッと云つたが両人
ながら手際が否足際がなかなか見事で幸に怪我をしなかつたのは好いが鉄道規則に依つて二倍の運賃を徴収せられた上に会社の方では規則違犯

者として告発するとか云ふて居た、而して此二人の将校が斯く汽車の飛乗りに妙を得て居るのは何故かと云ふにそは満洲に永く居て東清鉄道の守
備をして居たからたとのこと

M38.09.15 俘虜の現在数 八月末の取調によれば本邦に収容せる露國俘虜の総数は七万千二百七十二人なりと



72

M38.09.17 俘虜交換物語
（七万に対する二千
以内）

講和条約に依つて批准交換後は彼我の俘虜が互に交換されて各本国の妻子眷族と会ふことが出来るのであるが今俘虜情報局で聞いた儘を記さん
に（中央子）
▲俘虜の総数 目下我国各地の収容所に収容されて居る俘虜の全数は約六万五千人で我国人の彼地に俘虜と成り居る者は千五百乃至二千人であ
る而して其の大部分は聖彼得斯堡に近きメドウエード及び哈爾賓に収容されて居る

▲俘虜の待遇 露國は俘虜と成つた我が同胞を遇すること随分苛酷を極めて居るやうで是は彼地から放還された非戦闘員などの談話に徴しても
明白であるが之に反して我国の俘虜待遇法は頗る懇篤親切で是れは各国の等しく首肯する所である其故俘虜中には却つて戦争の継続を祈つて居
る者がある位である
▲露國婦人の勇気 俘虜となつて我国に収容されて居る露國軍人の遺族中には夫を思ふ惓●の情抑へ難くして波涛万里を隔つる敵国をものゝ数

ともせず本国から態々尋ねて来て目下我地に在つて夫と同棲して居る者が十五六人ある是れだけは現下の日本婦人には些と出来兼ることで敵な
がら天晴●●●を嘆賞しない訳には行かない、併し戦時公法の規定に依つて以上の如く俘虜の夫婦同棲を許すのは将校以上に限られてあるので此
外下士兵卒の妻にして同じく我国に渡来した者もあつたが是等は同棲を許されなかつたさうである、又尉官即ち少尉より大尉までの将校に対して
は我政府から手当として毎月約五拾円を支給してあるそうだが以上の同棲者に対しては露國政府から更に百円を支給して居る

▲俘虜の請願 俘虜中には力盡きて我軍の手に捕はれたのでなくて自ら進んで我軍に投降した者も少くない是等は多く波蘭人或は猶太人で平素
露國政府に●●たらざるの結果であるが此種の俘虜は交換されて帰国の上は軍法に依て処分されねばならぬ（旅順の際に於ける所謂名誉の降服は
此の限にあらず）其故彼等の中には講和成立俘虜交換と聞くや本国へ送還されるのを厭ふて我国へ帰化を請願する者が少くない併し之は公法の許
さぬ所で皆却下されるさうである

▲俘虜収容費の計算 今度の講和条約では償金は一切取れないことゝなつて●●と云つては俘虜交換に伴ふ双方実費の差額だ●で其れとても今
の所では幾ら取れるもの●●局外者には一向に見当がつかない之に就ては現に陸軍省経理局で目下鋭意計算中ださうであるから軈て公表される
であらうが兎に角六万五千に対する二千以内と云ふのであるから我が手に握る実費の差額がケチな償金位に当るのは無論のことである所で一口
に計算と云つてもたゞ頭数へ一人前の食料を乗ければ出るかと云ふに決して左様でない計算中に顧慮すべきことが多数ある即ち食料、隨つて其収

容期間の長短、収容地へ護送の旅費、収容に要する建物 建築費、収容中我が政府より支給した手当金、俘虜収容に関する●●並事務上の総ての
経費、俘虜収容に関して露國政府と往復する郵便電信料、其他●も俘虜取扱に関連した諸経費は一切漏らさず此の実費中に算入せらるゝのである
▲俘虜の交換地 交換地は未だ確定しないが古来各国の例に依りて各其国境まで送り出して是所で先方の手に引渡すのが普通である其故我国俘
虜の彼地に在る者は長春の附近又た我より送還するものは長崎邊で彼我の手に渡されることになるであらう而してこの交換は収容費の受渡に関

係なく別に条約に依つて執行されるのである

監督委員更迭 歩兵少尉玖島竹蔵氏は松山俘虜収容所事務補助を免ぜられ仝竹村清吾氏仝事務補助を命ぜらる而して仝補助中南合中尉は勧善社、竹村少尉は正宗
寺、吉岡特務曹長は妙圓寺の監督を命ぜられた

謹慎将校赦さる 海軍将校の殆んど全部は予て共謀して不正なことをしたとかで長々外出を禁ぜられ妙圓寺へ集収して謹慎を申付けられて居たが明十八日を以て
赦され同日午前七時内二十名は公会堂へ、十九名は出淵町へ、四十三名は大林寺へ移される筈である而して妙圓寺へは雲祥寺より十名、法龍寺よ
り三十名、勧善社より二十名の下士卒を仝日午前十時転収さるゝ筈

将校の善通寺送り 右不正事件に関し予て営倉へ入れてあつた海軍大尉一名、少尉二名は軍法会議に附すべく昨日善通寺へ護送せられた筈である

ペレスウェット艦長
の危篤

ポベーダ、オスラビヤと共に露國東洋艦隊中堅艦を以て知られ最後まで能く戦ひたる戦闘艦ペレスウェット（一万二千六百七十四噸）の艦長海軍
大佐ワシリー、ボイスマンは本年一月八日投降同月二十一日松山へ収容されたのであるが温厚の良将校で右の不正事件にも与せず大林寺に居た処

近頃心臓病に罹つたので去る十二日バラックに収容され療養中であるが一昨日来病大に革まり昨日の処余程危篤の模様であつた

兵卒死亡 脳膜炎にてバラックに在りしイングルマン、ランドスキー歩兵第九連隊第八中隊附の兵卒テレンテー、バクノーフ（卅）は一昨日午前八時四十分
死去したので昨日午後一時より例の如く葬儀を執行した
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M38.09.20 在露國俘虜総数 我が同胞の敵国に俘虜となり居れるものにして其氏名分明し今日までに官報を以て公示せられたるもの総数八百十五名にして右の内非戦闘員二
百九十七名戦闘員五百十八名なり之を海陸に分ち更に詳細に類別すれば
陸軍 将校十七名▲下士三十四名▲兵卒四百四十九名▲計手一名▲通訳二名
海軍 将校二名▲下士三名▲兵卒十三名▲大主計一名▲筆記一名▲抜手二名

なるが海陸軍人以外のものにして運送船の職員たる上級船員四十二人、下級船員二百十七人、外に鉄道作業局吏員十三人、便乗者十人、写真師二
人、商人五人、石工一人あり以上は陸上に於て敵に捕へられたる者及び戦地へ輸送中運送船上より捕虜となりし者もあり尚ほ其他に未だ敵国俘虜
情報局より報知されざるものにして或は俘虜自ら郷里へ宛て写真を送り来りし者あり又過日帰国したる非戦員二十余名の齎らしたる報告等より
総合して当局者に於て確なりと認められ居る在露俘虜総数は左の如くなり

尉官二名▲准士官四名▲下士三十三名▲兵卒四百四十九名▲計五百卅八名外に写真師一名▲商人一名▲女一名▲経一丸乗組員十八名

ボイスマン大佐の容
体

彼のペレスウェット艦長の仝大佐は去る土曜日の容体頗る危篤であつたが爾来河野所長以下之を気遣ふて看護上遺策ないものだから其後少しく
持直し昨日の処体温は非常に低下して居たけれど十中の七八までは万一の事なかるべき見込であつた

又た死亡 旅順俘虜中の歩兵第二十六連隊第一中隊卒セメヨン、クローノフは予てバラックに入院中であつたが一昨日午後二時十分死亡した

解禁俘虜の散歩 妙圓寺に拘束収容中であつた八十七名の海軍将校は予記の通り一昨朝を以て其謹慎を赦されたので何れも喜色満面に溢れさながら檻の獣を放つ
た如く仝日も三々伍々打連れ立つて道後、三津方面へ赴き市中に買物をするのも目立つて多くいとゞ賑はふて居た

M38.09.23 降将等の帰国願 日本海ゝ戦の際我俘虜となりたる露國海軍少将ネボカトフ氏は監長参謀たりし大佐スミルノフ同グリコーリエフ同リーシン等諸氏と共に曩に本
国政府より免官の辞令を受けしが廿日伏見俘虜収容所長の手を経て宣誓帰国の議を寺内陸軍大臣に出願し来りたり俘虜将官将校に就ては大抵宣
誓帰国を許可する方針なればネボカトフ少将以下も多分近々帰国を許さる可しと聞く

俘虜の交換期 彼我両国俘虜の交換期は批准交換後本条約の成立と共に行はるべきものにて何れの地点まで相互に保護帰還せしむるべきや其交換手続の詳細な
る●に至つては目下交渉中の由なれども多分来月中旬頃より実行さるべしと云へり

武徳会演武大会 武徳会愛媛支部武徳殿に於ては既記の如く廿一日午後一時より演武大会を開催せり当日の来賓は知事、事務官、県参事会員、武徳会常議員県立中

等学校長、典獄、各警察署長、各郡長、連隊将校等百余名外に武徳会員約百名及び俘虜将校約百名にして先づ剣術各流の形、長刀並に●●の形あ
りて撃剣試合に移り十数番にして柔術の形及柔術試合二組を演じ更らに十数組の撃剣を試合ひ最後に奥田氏対堀田氏の模範試合、五人抜勝負等を
演じ一方弓道場に於ては先づ礼射を為し次で射割、金的源平勝負等来会の射手三十余名交々術を競ひて剣弓二ながら盛会を極めて午後六時閉会せ
り

ボイスマン大佐の死
去

彼のペレスウエット艦長ワシリー、ボイスマン大佐は其後少しく容体を取直し居たるに一昨朝四時頃五十一歳を一期として遂に心臓麻痺の為めに
異国の鬼と化し去つた、大佐は心臓病の外に胃癌をも病らふて居るのださうなからイヅレ永からぬ寿命ではあらうが夫にしても戦争終局後の今日
に及んでの落命いと気の毒のことである、因に在日俘虜中将校の死亡者は先に少尉が静岡で死んだのと共に之で二人であるさうな

其の葬儀 而して右ボイスマン大佐は露人で正教だから一昨日も例の鈴木司祭が行て其死屍に対し数回の祈祷を行ふたが本日も午前十時から二回の祈祷を
行ふのださうで其上午後一時よりバラック構内で更めて葬儀を執行ひ終つて山越墓地へ埋葬の筈であるが会葬者は軍人側で河野所長以下、文官側
で安藤知事以下多数之に列するだらうとのことぢや

妻子の写真 ボイスマン大佐が本国に残し置きたる妻と今年十三四歳ばかりなる女児との写真が一昨日当地へ到着したが大佐は此最愛なる妻子の俤に接せず
して黄泉の客となつたのである、尚ほ此妻子の許及び名古屋なるフオーク少将等の処へは一昨日大佐の部下から電報を発して知らせて遣つたげな

M38.09.26 民屋居住 出淵町収容所に居る海軍少尉５０キシモーフは脳病治療の必要上民家居住を願ふて居た処許可されたので御寶町七番戸へ借宅し此両三日前百円●

を投じて椅子、卓子などの調度を買ふて仝家に住ふことゝした、又大林寺の海軍大佐オゼローフも民屋居住を許されて居るので目下借宅捜索中で
ある多分二番町横町の元清水隆徳氏方を借りるだらう

５０ 海軍少佐の誤り。
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将校の俸給 在松山の俘虜将校に対し露國政府から支払ふべき俸給は四十万円以上滞つて居るさうだが其内十一万円は先日到着して夫々彼等に交附されたか
ら頃日道後、三津方面並に市中は大分賑はふて居る、が最早帰国の日も切迫した今日跡金が来ずして旅費に差支へるやうなことがあつてはならぬ
からと半金位は是非使はないやうにせねばならぬと云ふて居るものが多いとのこと

M38.09.27 特別広告 九月廿三日故海軍大佐、ワシリイ、ボイスマン、氏葬儀ノ際ハ文武官并ニ諸団体代表者各位ヨリ深ク哀悼ノ意ヲ表セラレ遠路御会葬被下候段奉深
謝候一々拝趨御礼可申上ノ処其意ニ任セズ候条乍略儀紙上ヲ以テ御礼申述候

千九〇年九月廿三日
海軍大佐、マヌイール、オゼロフ

外陸海軍戦友一同

在露日本人俘虜 講和条約批准交換と共に露國俘虜の返還と前後して露國に於ける日本人俘虜も亦た釈放せらるべしが其の実施に就ては其筋に於ても詳細の調査
を為し居らず其の露國よりの情報も遅延勝なると誤謬多きとにて確むるに由なきも最近に彼地より帰来せる某氏の取調たる所なりといふを聞く
に俘虜総数一千五百名以上に上り居るは疑ひなきが如し某氏の出発の際取調たる所にては陸海軍人一千〇四十六名、非戦闘員三百四十一名にして

陸海軍人中将校十七名、準士官八名、下士七十五名、卒九百四十四名なりと

魯提督の近状 去十三日佐世保海軍病院より京都智積院に収容されたるロジエストウエンスキイ提督の近状を聞くに提督の負傷は腿、背、足並に前額の四箇所に
て前三箇所は殆んど全治したるも前額の負傷は頗る重大なるものにて一銭銅貨位の孔を生じ今日に至るも肉の盛りあがるを見ず之は砲弾の破片

の為に生じたるものにて孔は深く骨に達し指頭を触るればコツコツと音を発する程にて骨にも異状あるべき模様なるも何分にも脳に近接し居る
ことゝて其局所の如何を充分に検すること出来ず加之腸胃の宿痾さへ再発しソレに昨今は両足をも腫れあがり居ることゝて一人にては起臥さへ
自由ならず漸く従卒の肩に倚りて便所に●ふ程なれば前額の傷所にも唯傰帯を施す位のことにて一刀両断の施術を試むること思ひも寄らず特に
提督は生来無口の方にて愛嬌の少なき人なりと云ふに昨今は右の如き状態に加ふるに病屈の余りにや元気消沈何人にも面会を断り居れり尤も時

には新聞を手にすることあるも是亦極めて少時間にて終日塞ぎ居る有様なるが若し足部の腫れが心臓より原因し来るものならば由々しき大事な
るべしといふ

俘虜の淫行 過日来雄群収容所の東南隅土塀の外に莚を敷きて密売淫を稼ぎたる形跡があるので去二十三日夜同所詰林巡査が附近の稲田の中に窺ふとも知ら

ず夜拾時頃に至るや一人の俘虜将校は土塀を乗り踰へて出で予ねて約束してゐたものと見へ合図の口笛を吹くと二人の女が田圃道を歩み来りて
土塀の外なる田圃路にて密合し一人は見張りし一人は件の俘虜と抱き合ひ土肥の藁の上で淫行を始めた所前記林巡査が飛んで出で俘虜と見張の
女は逃がせしも売淫婦なる浮上郡野尻村大字野尻当時松山北京町飲食店池原たか方滞在大北トキ（二十一）のみは之れを引ッ捕へた

俘虜死亡者 松山に於ける死亡俘虜数は今日までに将校一名、下士以下九十二名となるのである

砥部遠足と観瀑 松山俘虜収容所では将校中の希望者へ伊予郡砥部村なる陶器製造所と温泉郡河の内村なる白猪唐岬両瀑布とを見物に遣ることとし其人員を取調
べた処砥部へ行きたいと云ふものが百二十六名あつたので各収容所監視将校が引卒して明二十八日晴天ならば仝地へ赴くことゝした、而して其俘
虜は森松まで汽車で行くものと往復八里を自転車で通さうと云ふのと松山り人力車のみに倚るものと三手になつて行くとのことぢや、観瀑の方は

まだ何日に行くことになるか未定である

オゼローフ大佐 はいよいよ前号既記の二番町之清水家へ民屋居住することゝなつた

俘虜と土産物 毎々記す如く俘虜将校等は頃日しきりに本国への土産物を買ひ調へて居るが余り沢山物品を購ひ集めても乗船の都合上荷物に制限を置かれては

ならないからと云ふので躊躇の気味あり多くは竹細工ものや写真などの様な成べき小さきものを好んで買ふて居る

M38.09.30 電流窃盗将校の処分 九十名●●●将校を長く収禁する様になつた所謂電流事件の原起したる元大林寺収容所将校海軍機関士一名、仝少尉二名は爾来善通寺師団軍法会
議に附せられて居たが取調の結果去る二十五日少尉コンスタン、ウオレリヤルリヤキーは窃盗罪に問はれ重禁錮一ヶ月監視六ヶ月申渡され即日高

松監獄へ送られた５１が他の二名は証拠不充分として免訴となりノコ々々松山へ帰つて来た５２

５１ 『俘虜取扱顛末』によれば、処罰されたのは海軍少尉ゲオルギイ、グレーヴエで、犯罪は電力窃取、処刑月日は明治三十八年九月二十五日、刑名は重禁錮一月、監視六月（『俘虜取扱顛
末』、附表第十九号）。
５２ アレアムバロフノ悔悟
酒井通訳
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ボ大佐葬儀の写真 過日執行した故海軍大佐ボイスマンの葬儀はなかなかの盛葬であつたが収容所にては其当時小玉写真師に命じて祭壇、墓地、行列等種々撮影せし
めたのが今度出来上つたので収容所よりはこれを取揃へて露本国なる遺族へ郵送するさうだ、因に当地の海軍将校連は故大佐の紀念碑を建設せん
ものと計画中である

砥部陶器製造所見物 将校連の伊予郡砥部行は予記の通り一昨日実行せられたが其人数は百五十名ほどの予定であつたけれど準士官連は皆急に之を見合せて民家居住
連の将校及び家族も交りて約百名が或は汽車に或は人力車に乗じ自転車を駆つたのも二十名ほどあり、監督側では本部の羽鳥、大島両中尉、漆谷
少尉、公会堂の越智中尉、大林寺の中御門大尉、病室の遠山少尉等通訳数名と共に同行したが目的地に赴いては向井和平氏の陶磁器製造場を仔細
に参観して各々携ふるところの昼食を喫し何れも非常の満足を表して午後四時の頃帰松した、此行随分趣味ある話も多いから明日の紙上に尚ほ詳

しく書くことゝしやう

M38.10.03 且食ひ且飲む 俘虜将校の砥部遠足（松山より約四里）は前号記載の通り彼等に非常の満足を得せしめたことであるが約百名の一行は或は腕車に或は自転車に収
容以来未曾有の長途を乗出したのだからさなきたに未だ見もせぬ日本田舎の風景雅致ある上今日此頃の対外の秋色得も云はれず喜色は面に溢れ
て居る、で酒なくて何の己れが櫻哉的の先生或は仝地に着するや否まだ正午には程遠い（午前十時）のに各々携へて来た提●、カバンを坡いてビ

ール、ビフテキ、果物、パンなどを取出し又隨ひ行きし酒保商人から平野水、缶詰などを買取りてムシヤムシヤ、グビリグビリとやりかけた

ツカチエンコ少尉の
熱心

正宗寺収容所の予備少尉ツカチエンコと云ふは元来軍人が本職でなく大学卒業後学士の肩書を負ふて著述なんどを事とし居るだけあつて過日学
校参観、測候所参観にも熱心に種々の取調べをして居たが此日も多くの同僚は飲食を専らと只だザワザワとザワついて居る中に自分は今日は散歩

に来たのみでない陶品製造を観に来たのだからドウカ秩序的に観せて貰ひたいものだと監督将校に願ひ出て其向き監督将校から窯元向井和平氏
に話すと向井氏も然う云ふ方が当方にも望ましいのだからとて一々順序立つて説明して聞かすと仝少尉と仝じ収容所の一等大尉プピレーフ等は
熱心に之れを聞き取り又質問を発しなどして詳細に手帳に書き記して居たのもある

何処が製造所か 彼等の多くは松山で砥部焼砥部焼と持て囃され外国へもドシドシ輸出されつゝある品だから定めて其製造場は立派な建物であらうと予期して居
たに扨て着して見ると格別宏壮なと云ふ程の建築物もなく山根の穴倉見た様な処に人が出入して居るので何れも非常に思惑外れの体であつた、中
にも一番町収容所の海軍大佐サルナフスキーの如きは自身製造場内に立ちながらどれが砥部焼の製造場かと頻りに不審がつて聞いて居た

手先の鍛錬に驚く 是も製造場の粗雑なるに驚いた一人一番町のゲイノ小機関士は其建物も建物だが製造上の器具には随分複雑繊巧なものがあるだらうと見るに夫

さへ格別なさゝうな風で轆轤をキリヽッと足で廻すぎり其台上では一の機械をも用ゐずホンノ指先の加減で一塊の粘土は皿にもなれば鉢にもな
り茶碗にもなればコップにもなる巧妙な手際に感じ入り暫し見惚れて居たが此分ならば暗夜にでも出来るだらうと云ひ前項のサルナフスキー大
佐も其側へ来て一人の小供の職工に向ひ試みに目を瞑つてやつて見ぬかと注文したので其小供は直に面をそむけ且つ目を閉じた儘で造作もなく
数個を作つて見せた処大佐、ゲイノを始め皆な皆な其鍛錬に喫驚したのである

紀念の筆蹟 夫から此日最もハヅンだのは陶磁器への合作であつた花瓶、ビール呑、皿などの是れから焼かうと云ふ奴へ或は絵を画き歌を書し又姓名を記して
二人以上のものが之を交換したのであるが監督将校などは殆んど筆を置く間がない位で殊に自己の名を日本文字で書いて呉れと頼むものが多か
つた、又其器具は皆釉薬の引いてないものだから少し手強く扱へば直に壊れて終うので折角書いたのにペケになるのも多かつたが中にはすでに数

名の人に書て貰ふて居るのだから棄るに忍びず破れたのでも亦た紀念だと破れなりに焼いて貰ふたのもあつた

イワノフの絵画 一行中には絵を嗜むもの多けれど何分手馴れぬも毛筆に薬を附けて書くのだから思ふ様に筆が走らず手扣へたもの多き中に雄群収容所のイワノ
フ大尉５３は独り運筆自在にシユッシユッとやつて除ける処中々能画と思はれたが今しも一の花瓶へ片側へは予て度々見て勝景とたゝへて居る高

濱沖の四十島を書き終ゑ他の片側へは先に写生帳へ認めて置いた蹲踞せる一の童子を描き得意げに同僚に示したはよいが花瓶の前後左右を取違
へ手の附いて居る方を正面として書いて居たのは滑稽であつた

海軍大尉アレアムバロフ〔将第五一三号〕放免トナリテ軍法会議ヨリ帰ルヤ満面ニ喜悦禁セントシテ能ハサルモノヽ如シ自分問フ少尉グレーウェハ如何ナレバ帰ラヌゾ彼レ曰ク遂ニヤラレ
タリ自分重ネテ問フヤラレタリトハ有罪ノ宣告ヲ受ケシコトカ、シテ刑ハ？彼レ答フ重禁錮一ヶ月……………思ヘバ今回ノ事件ハ自分実ニ其ノ因ヲ作レリ初メ電気燈球修理ノ要求ヲナセシ
翌日中御門大尉ヨリ叱責サレシ折リ自分ハ謝セズシテ却テ怒リヌコレ大ナル誤リナリシ若シ彼ノ時中御門大尉ニ謝シタリシナレバ何事モ起ラズ累ヲ他ニ及ホサスシテ済ミタランヲ事コヽニ
出サリシハ如何ニモ自分ハ悪カリシト始メテ悔悟セルモノヽ如シ（明治三十八年九月二十七日 第三十七回水曜会記事）
５３ イワノフ姓は多いが、雄群収容所は陸軍が主なのでワシリー、イワノーフ中尉〔将第一〇八号〕では？
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女流の執筆 一行中婦人が四人あつた、曰く萱町居住タルノフスキーの妻、曰く仝グンメリマンの妻及び娘、曰く仝古町駅前少将宅同居ウインドの妻で件の仝
作に何れも思ひ思ひの執筆した中にタルノフスキーの妻ドクトルは頻に絵を書いて収容所本部の大島中尉や羽鳥中尉に交換を求めて居た

向井の売上 当日向井に鬻いだ物品は既製品百円ほどゝ未成品即ち右の合作を遣つた分が百円以上で都合二百円以上のものであつたげな、而して其能く売れた

品類はビール呑、一輪ざしなどであつて外国向として拵へて居た皿や鉢などの食器類は存外売れなかつた様である

M38.10.06 俘虜寛待 講和条約成立後の今日なればにや松山俘虜収容所にては漸次俘虜の取扱振を寛にして本月一日より民屋居住の将校と収容所内の将校とは殊更に
許可を得ずして勝手に相訪問することを得ること、中佐以上の宣誓者は既定の散歩区域外と雖も随意に散歩すること、将官は随意に地方の日本人
を訪問することを得る様になつた

外出止め 今明両日は松山地方鎮守祭に付き糧食運搬者の外は如何なる理由ありとも俘虜一般の外出を差止められた

癈疾者の解放 目下バラックにある俘虜のうち戦傷等のため兵役に堪えざる様なりたる左記四十七名は今度解放帰国を許さるゝことゝなつた、其期日は未定だが

陸軍大臣の指定することに神戸へ送り兵庫県庁と打ち合せの上仝地の仏国領事へ引渡さるゝ筈である
一等軍曹 五名 二等軍曹 五名
上等兵 三名 水兵 五名
喇叭兵 一名 兵卒 廿八名

創傷取調べ 目下バラック病室に勤務中の第八十二救護班医員杉本典次氏は曩きに仝病室より福知山に転送せし俘虜の創傷取調べの為め昨日仝地に出張した

争闘後聞 一昨日午後二時頃山越収容所弘願寺の俘虜水兵が争闘の結果重軽傷者各一名を生じたることは前号欄外（別項再記）に記した５４が尚其後の模様を
聞くに加害者として引致せられたチユロシニコーフ（二十八）、ヂノーフ（三十二）の両人は現場の模様を山本曹長、岩尾軍曹等を始め多くの日

本兵が目撃して居るにも拘はらず然る覚えなしと強情張りチユロシニコーフの如きは一昨日本部での取調に酒気紛々たるを尚ほビールもブラン
デーも苟もアルコール性のものは飲んだことなしなど白ばくれて居た▲又仝人がゴロゼーフを刺したるナイフは雪隠の屋根に隠し居たるが発見
の後彼に示せしにそんなナイフは自分のでない存ぜぬ知らぬの一点張りであつた▲チノーフは平素の行好からざる男なるもチユロシニコーフの
方は素行能くおとなし者の評を得て居たのにフト今回の様な兇行をやつたのぢやとのこと▲両人ながら昨日はそぼ降る雨の中に旅団司令部構内

へ立たされて居たが仝日午後の調べで多分罪状確定したであらう

M38.10.11 在露の日本俘虜実数 露國中央俘虜情報局より陸軍省俘虜情報局に対して電報にて在日本国俘虜俘虜の実数に就て問合せ来りたれば我情報局より折返し彼の情報局に
対し在露の日本人俘虜の実数に就て照会したるに六日電報ありたる所によれば在露日本俘虜総数将校九十名、下士以下一千六百七十名なるも後衛

の俘虜は不明なりとありたる由なるが後衛の俘虜とは露國本国以外の俘虜を指示せる者なるべし就ては我情報局に於ては哈爾賓の残留者並に負
傷等に就て再応照会したりと

露國俘虜の実数 九月末現在露國俘虜の総数は七万二千四百十四名にして内将校一千四百四十名、下士以下七万〇九百四十七名なるが右は今回の戦役に於ける俘虜
の実数なり而して将校の内将官は十二名、佐官百七名、尉官は九百五十四名、準士官三百六十七名なるが前月に比して一千百十七名の増加を見る

に至りたるは樺太俘虜を収容したるに因るといふ而して最初よりの解放総数は四百八十七名、最初よりの死亡総数は二百三十九名にして抑留小児
六名なりと云ふ

解放癈兵の出発 先日記載の如く今度解放帰国を許さるゝことゝなつた下士以下四十七名の癈疾兵は来る十五日神戸に於て仏国領事に引渡さるべく十四日当地を

出発することゝなつた

来松俘虜現在数 昨日の処総計二千百九十九名（外に小児一名、在監者廿名）である

争闘事件の其後 過日山越俘虜収容所にて争闘の結果仝僚に負傷せしめた二名の水兵は取調べ終り殴打創傷罪として司法処分に附され憲兵の手に渡された、不日善

通寺の軍法会議に廻さるゝであらう

高松の在監将校 松山収容中罪を犯して目下高松監獄に在る俘虜将校は共謀逃走した海軍少尉五名とバラックで我兵を殴き一ヶ年の重禁錮に処せられた陸軍少尉
と大林寺で電流を盗んだ海軍少尉と都合七名であるが当収容所長河野大佐は先日態々高松に赴き懇ろに是等在監囚を慰問した処彼等は大に之を

喜んだ、又彼等はすでに平和が克復して批准交換の後には特赦の恩典にあづかるべきことを予期して安心して居るさうな

５４ コピーなし。
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M38.10.13 在松俘虜の出発期 講和条約もすでに批准になつたとの噂ある今日此頃果して何時解放の身となるであらう恋しき本国へは何日帰られるであらうと俘虜将卒が待焦
れて居るのみならず地方人も亦早く其期を知らんとする様子であるが元来俘虜の交換なるものは批准交換後急速に行ふべきこと海牙の平和条約
第二十号に定められてあるのだから果して伝ふる処の如く批准交換を終へて講和条約の発表さるゝ期が本月二十日頃となれば俘虜交換に着手す
るは本月末か遅くも来月上旬位であらう

区域外散歩 既記の通り中佐以上の俘虜には自由散歩区域外の単独散歩を許されたので此頃の秋日和うらゝかなのにうかされて遠く郡中松前方面や石手川の
上流などに行くのが多いさうな、が昨日は郡中方面秋祭りであつたから万一を警戒して特に仝日に限り仝方面へ行くことを禁ぜられた

准士官へ恩典 従来准士官はたとひ宣誓者と雖も単独散歩を許されなかつたのであるが追々恩典が彼等にも及んで今後は准士官でも宣誓すれば月水金の三曜日

に限り将校同様自由外出が出来ることゝなつた

階級争ひ 准士官と云へば思ひ出すが彼等の性として何ぞと云へば階級の事を云々し過日の砥部行の如きも将校准士官合して一行百四五十名の筈であつた
のが其前日になつて将校連は准士官が行くなら見合はすとダヾを捏ね出し遂々准士官四十何名が止めることにしたのであつたが先日も妙圓寺に

居る陸軍少尉補と海軍兵曹長とがヤア自分の方が上だイヤ己の方が上級だと互に上級争ひをして譲らず現に軋轢して居るげなが其実少尉補とは
所謂臨時少尉のことで兵曹長もこれも准士官だから甲乙はないのである

編輯会 松山俘虜収容所では是まで毎週水曜日に監視将校や通訳を集めて俘虜の動向其他に就き記述して居るが別に日水両日曜日以外午後四時より甲乙

二部に分れ甲部は羽鳥中尉主任となりて将校側の、乙部は大島中尉主任となりて下士卒側の当地収容中に於る諸般の観察を総合して記録編輯する
ことゝし去る九日から実行して居るさうな

M38.10.15 野外の釣魚 平和になつたし天気は好しで此頃は俘虜将校の自由散策が極めて多い様に見受けるが中にはボツボツ釣竿擔げて重信川や吉岐川などへ釣に出掛
けるものもあり天山附近には毎日数名の将校が出掛けて鮒や鮠なんかを釣つて居る、処がツイ二三日前であつた一人の将校がウンと重い竿が満月

形になる奴を力に任せて引上げると大きな蟹が釣れたので直に押へ様としたが蟹殿イツカナ手込にならず我は其昔猿ヶ島を征伐したものゝ後援
だから猿に近きロスキー共に易々捕虜となるべきやと引ッ抓り抓り防戦するにぞ俘虜先生大に持て余して居たが附近に居合はした同僚四五名の
助勢を得て終に生捕りにしたものだから先生日本の連隊長でも捕虜にした位の心持で大喜びで収容所に帰り人に語りて誇つて居るさうな

日本刀と露刀 俘虜将校の帯剣を見るのに海軍のは真直で只だ突くに適するのみ切ることは出来ぬ夫れに反して陸軍将校のは弓形にズーッと曲つて居るから切
るだけにしか使へない、而して何れも刀身長くして巾薄く其身には唐草様のものや何かゞ彫つてあつて中にはスカシの入つて居るのもある、夫か
ら其金の質が粘いからか飴細工の様に容易く歪むけれども折れ難いのに反して日本刀は刀身重く堅くマサカの時にボキリと折れる欠点があるか
ら実用に適せぬと云ふて居るものがある、実用に適するか適せないか奴さん達まだ日本刀の切味を会得せぬと見へる

放鳥飛ばず 俘虜将校の多くは収容当時争ふて小鳥を買ひ金を惜まず種々なものを集めて或は籠に或は網に飼育して居るが此節自分等の帰国する期が切迫し
て来たので到底之を飼ふて置いたとて持つて帰ることは出来ぬのだからと籠の戸を開いて放して遣るけれど小鳥は一向遠くへ飛び去らず一度び
飛んでも暫時にして又元の籠へ戻つて来るのでいたく可憐に思ふて居るさうな

M38.10.20 無題 平和克復の今日ロスのロスケのと云つては不穏であるまいかなんかんと灰殻ぶるお人も御坐るが僕はその敵たると友邦たるとを論ぜず露人の人
種的劣等を信じて好かぬので御座る▲今日よりは俘虜でなく露西亜帝国の軍人として扱はるゝのぢやさうなフヽン

俘虜は昨日限 いよいよ講和条約御批准発表になつたから全国各地に収容されてある露國俘虜は以後俘虜として取締らず和親国の軍人として取扱はれることに

なり松山俘虜収容所の如きも本日より是までの取締方を一変し大に寛待することゝなつた▲其一二寛待の例を挙げれば俘虜の称は昨日限り廃せ
られたのだから本日以後は剣銃其他の武器を帯することを許され散歩区域の制限を置かず何処へなりとも随意に外出散歩することが出来市の内
外を問はず民屋居住を許され料理屋其他へ出入することも勝手次第になつたので但だ一の束縛は出入時間に従前通りの制限があり一切外泊はさ
せぬとのことだ▲又其郵便電信の如きも是迄は一応検閲をした上でなければ発送することが出来なかつたが本日以後はこれを廃止し彼等が直接

郵便電信を発送する自由を得ることになつた▲されば右の趣を彼等に達すべく収容所本部は昨日午前各収容所及び民屋居住の重なる将校十五名
を本部の楼上へ召集して岡部衛戍司令官並に河野所長から其旨申渡したところ一同の喜悦譬へんに物なく何れも急ぎ立帰つて仝僚並に部下に告
げ差当り喜びの酒宴を張るのもあつたげな

日本演劇を観る 松山三番町壽座に於て開演中の市川鰕十郎、片岡松十郎一座の歌舞伎は本日に限り一般見物人を断はり俘虜将校オット露國将校百五十余名に見物
せしむるさうな、而して其芸題は予て彼等が熱望して居る忠臣蔵の通しである
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囚監俘虜の特赦 講和条約成立に付ては監獄に囚禁せられて在る俘虜までも恩典を蒙むり此度すべて特赦になり松山より高松監獄に入れられて居る七名の将校も
不日松山へ帰るとのことだ

M38.10.21

昨敵今友

犯罪捕虜特赦（十九

日東京発）

本邦在留の露國捕虜にて重罪軽罪に処せられたる将校十一名、士官候補生一名、技師一名下士以下八十三名は講和条約公布の期日を以て孰れも特

赦せられたり

佩剣引渡し 昨日の敵国俘虜は今日の友国軍人で本紙が昨年来用ゐ来りし「俘虜彙聞」の標題もこゝに打捨てゝ終ふことゝなつた、で前号にも記した通り当地
収容の露國将卒は昨日より俘虜として取締らず和観国の軍人として取扱はるゝことゝなつたから収容所本部は一昨日各収容所に通知して昨日午
前中に佩剣を渡すことゝした、其剣を渡さるゝものは旅順投降の准士官以上に限り旅団司令部構内兵器庫前に於て大崎中尉から引渡されたが正午

までに受取りに来たのは約二百名中百五六十名で四十本ほどは尚残つて居た

日本軍人の敬礼 斯く和親国の軍人として彼等に接することゝなつたに就ては日本軍人は以後相当の敬礼を表すべく命令せられ軍刀を帯した准士官以上のものに
は昨日より我が歩哨等も日本将校同様捧げ銃の敬礼を遣つて居る

特赦俘虜の帰松 松山収容中罪を犯して高松監獄に繋がれて居たのはバラックで我が衛兵を殴打したエゴローフ騎兵大尉重禁錮一年と逃走を計り垣生村で捕へら
れた海軍少尉五名（各軽禁錮五年）と電流事件の海軍少尉グレーラエと之も逃亡を計り出合渡りの下手で捕へられた下士卒五名とズット以前にシ
ルスキー中尉に連れられて逃げたけれど唐川の山中で捕はれた卒四名と窃盗卒二名とであるがこれは何れも今回の特赦により歩兵大尉榎本佳樹

氏の指揮による下士以下十一名に送られて昨日高松から帰松し当収容所へ引渡された、而して仝じく松山の犯罪者ながら重科の故を以て東京小菅
監獄に在りし騎兵中尉ミルスキー（有期流刑拾五年）と仝人に従ふて逃げたる海軍士官候補生（重禁獄十一年）の両人も仝じく特赦たれたれど此
二名は便宜上高崎収容所へ容れられたのださうな

M38.10.22 又しても掴み合ひ 山越収容所中の来迎寺に於て一昨夜半十二時過ぎ又しても露兵同士の喧嘩が始まり大立廻りの末ドヽ其一人は頭部に二寸計りの傷を負ひしが衛

兵等がヤット鎮撫し目下取調中である、原因は不明だが此被害者の方は大層酩酊して居たとのことだ

其後の露将卒 束縛を脱し自由行動を得る様になつた露國将校の状態は如何かと云ふに一昨日はまづ午前中軍刀を受取りに行き午後は其多くが壽座の演劇を観
に行たので格別外の出来事はない、昨日も二人三人或は五六人と打連れ立つてさも嬉しさうに市中を散歩して居たが軍服を着て軍刀までを吊つた

のは割合少く十中七八までは私服で居る、又下士卒は尚ほ従前の通りの取締法で外出には我衛兵が附いて出るのだけれど不日将校の様に自由行動
が出来るだらうと予期して居りさなくともいよいよ平和克復になつたと聞いたので喜悦満面に溢れ道を行くにも飛んだり跳ねたり全然心はすで
に露國に帰つて居るらしい

俘虜引渡しの事 は講和条約第十三条に示すが如く双方引受くべき特別委員が定まつて之に引渡さるゝ都合となるのだが露國の此委員は多分在上海のデラシノ少
将が任命せらるべく而して其委員が来た上でなければ引渡しの順序定まらぬのである、けれども松山収容の分は多分健康者から送られ病人と雖も
本年中には悉皆引渡しを終へる筈ぢやさうな

一昨日の芝居見物 一昨日壽屋に於ける市川鰕十郎一座の芝居には将校百五十名ほどゝ其従卒や家族に収容所員等を合せて彼是四百名ほどの入場者であつたが皆静

粛に見物して居た、赤穂義士伝は露文にも翻訳されて彼等が曩に知つて居る処だけれど扨脚本の忠臣蔵とは大に趣が違ふて居たから其多数は趣味
を了解し得なかつたらしい、因に将校の入場料は一円二十銭づゝで其従卒家族等は無賃であつたのぢやさうな

料理屋の迷惑 一昨日は露國将校にして明治樓、松山樓、松山倶楽部等市内の料理屋へ登樓したものが三四人づゝあつたが仝日午後 4 時ごろの事大街道朝日樓へ

上つた三名の露兵（二名は水兵、一名は陸兵にして共に将校にあらず）はビール其他の酒肴を命じ且つ黒田席の芸妓を招いて二時間ほども遊んだ
末サー勘定と云ふ際彼等の姿が見ゑぬので樓の主人が探して見ると早や一二丁も帰り居るので追付いて其一名を連戻り其代金を請求すると半金
だけは出したが残りを払はず立去つたので主人は取逢ず通行の警官に其事を訴へたさうな処が彼露兵は芸妓を矢張り娼妓同様に心得て挑んだけ
れど自由にならぬ故立腹してこんな行違ひを生じたのであらうとのこと

M38.10.24 劇場で演技せん 松山に在る露國将卒はすでに日本の新演劇を観たし旧芝居も観たし又仲間の芝居も数回催ふしたことであるが是迄演つたりはバラックにしろ勧
善社にしろ舞台が狭く道具なども足らぬ勝だから思ふ様腕前を見せることが出来なかつたのを遺憾とし一世一代お土産興行？として不日新栄座
を借受け大に妙技を演ぜんものと昨今協議中である、すでに収容所の許可を得たのだから小屋さへ借れゝば演ることになるだらう
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昨日現在の露國将卒
数

合計二千百七十二名（外に小児一名）で内将校が三百二十一名である

民屋居住者 俘虜として束縛を受けぬことになつてからは特別の事情ないものでも随意に民屋居住が出来ることになつたのだから定めて夫を希望するものが

多からうと思ひきや昨日までに民屋居住することになつたのは二等大尉ラタイスキー外八名〇５５是等は差向き城戸屋高嶋屋北京町五番戸などに
泊つて居る

露将校と青樓 俘虜たりし時代と自由を得ることになつた今日と彼等の行動に於て格別差異はない否な寧ろ斯うなつて見ると多少体面を思ふことに重きを置く
気味がある故か存外松山の料理屋などに登る露将校が少く一昨日も其前日も彼等が料理屋で使ふた金は十円余りであつたげな、尤も一昨日は日曜

日であつたから何の店も何の店も日本兵が先きに登樓して居るので万一を慮り自ら避けたのも多くあつたらしいとのことだ、因に先日朝日樓を食
逃しやうとしたのは将校でないから下士以下にも飲酒の自由が与へられたのであらうかと聞いて見ると今日は壽座の観劇の日で芝居見物は下士
以下にも許されたので件の三名は観劇以外のことも将校同様になつたのだと誤解して扨こそ仝樓へ登つたのぢやさうな、而して此一行は公会堂に
居る従卒で其名も判明したから追ふて飲食代を支払ふことになり事済となつたとは目出たし目出たし

M38.10.26 民屋居住者 は其後又々増加してス子タニー中佐外三名は二番町宇高抱家（元農工銀行跡）へ、アントレーフ少佐、フリテリ大尉外二名は二番町川合方へ、又
他の三名は三番町清水抱家へ一昨日来引越した

准士官の独歩外出 准士官は是まで月水金の三曜日に独歩外出を許されて居るが今後は特に毎日規定の時間内独歩外出を許可せられたさうな

温泉場三階の痴態 場所もあらうに一昨日正午少し前頃であつた道後温泉神の湯楼上表三階の西より二番目三畳の室で周囲の障子を堅く閉ぢ一人の露國将校と日本
婦人とが筆にすべからざる痴態を演じ今や実行の最中なることを道後分署の巡査が探知して現場へ踏込むと彼方の二人は周章狼狽して居たが引
捕へて取調べると男は勧善社収容のマツリントとか云ふもの女は大阪西区西長堀南通四丁目菅原ユキ（三十四）と云ふ娼妓上りで此程来松山二番

町の或る曖昧家で好き鳥はないかと鵜の目鷹の目で探した揚句たまたま道後へ出張しマンマと此鳥を網に入れ何程何程で春を売らんと約束整へ
たはよいが直に自分が天網にかゝつた始末、で女は直に分署に於て違警罪処分により拘留七日に即決せられたさうな

M38.10.27 軍刀屋の大繁昌 先きに旅順の投降将校が始めて松山へ収容せられた時其軍刀を領置すると云ふ段に我等は名誉の降服者だから之は渡さぬと強情張り終に彼等は

手に手に自分の軍刀を折つたり歪めたり打付けたりしたことは当時の紙上に記したことであるが扨今度の平和克復で帯剣御免となり久しく兵器
庫に仕舞つてあつた先きの軍刀を受取つて見ると折れたり歪んだり鞘が破れたりで直に帯びる訳に行かんものだから今更ながら先非を後悔し然
らざるものも刀身が錆たりなんかして居るので是等のものは目下争ふて軍刀屋へ修繕に遣るものだから市内の軍刀屋は何れも人を増して非常な
る多忙を極めて居る、又啻に手入のみではない土産として日本刀を買ふて帰らうと云ふものが多いので俄かに刀剣の値が出て昨今倍額以上に売買

されて居る、尤も彼等が好む日本刀はヤレ正宗じや祐定じやと云ふ風に刀身の是非を云ふのでなく只だ其作りの綺麗なのを好んで需める風である

汽船道楽 彼等は随分物好きにイロンなことして銭が使ひたいと見えて近頃自由の身となりてより芸予連絡船の豊浦丸や那智川５６が寄港する度に高濱から
三津へ乗つたり三津から高濱へ乗つたりアノ一哩程の海上を汽船に乗つて喜んで居ると無邪気なもの哉

宣教師の慰籍 松山久保町寓仏国宣教師シヤロン氏は本日当地収容の露國将卒中カトリツツク教のものを自邸に招いて慰籍饗をするさうな

M38.10.31 無題 平和克復後の露國将卒（日本にある）は最早俘虜でないが左りとて露國の俘虜受領委員に引渡されざる以前に於ては、日本に在る他の締盟国民と
同一の権利を与へてゐないそうである、当さに然るべきことぢやと思ふ▲廿八日夜九時半ごろ人通り少なき二番町を東から一輌の腕車が駈つて来

て宇野写真館の前へ梶棒を卸すや否や年若な芸妓が足早に其近所のロスキー借家へ飛込み門をピツシヤリ〆切つたまゝ三味の音も聞へねば譚声
も漏れざつた…ロスに芸妓、猫に鰹節、乞食にガツタイ、配合が配合ぢやから両個間の用件は分つてるぢやないか▲世にはロスキーの人格を知悉
せずして立派そうなエラそうな大国民なりと云為し甚しきは彼れを国賓なぞと云ふ馬鹿者ありと聞いては胸が悪るくて堪らぬ（江）

民屋居住の将校 は其後又増加して湊町白石旅舘へ中佐二名が宿泊した

舞踏会の催し 露國下士卒等が新栄劇場を借受けて演劇を催さんとして居たことは既記したが右は或る事情の為め沙汰止みとなつた処松山市の某々等は之を利
用して一儲けせんと企て今明両日間同劇場に於て日露両国連合の舞踏会を催し木戸銭を取つて一般人に見物さすとのこと

５５ 誤植と思われ、ラタイスキー外八名なのか八〇名なのか分らない。
５６ 大阪商船三津濱支店の広告によると、三津出帆の高濱、音戸、呉、宇品行（毎日三回）の豊浦丸が午後一時発、那智川丸が午前六時半発と午後六時半発。



80

水芸を観る 松前町朝日座に於て興行中なる水芸、手品、早替りの座頭吉田菊五郎は去る二十七日及び二十九日の両日午後一時より露國将校及び其従卒を案内
して無料観覧せしめたが両日とも二百名ほどの入場者があつた、彼等は趣味のわかり難き芝居より面白く且つ純粋の東洋奇術だから興味があつた
らしく終始拍手喝采鳴り已まざる盛況で中には芸人にポチを与へて居るのもあつた

道後芸妓淫を売る 道後湯ノ町の芸妓鈴子事越智サダ（十六）、同信子事勝見ノブ（十七）の二人は去二十七日午後四時過松ヶ枝町の貸坐敷大紋樓へ花に行きお客ロ
スとチヤホヤ云ふてビールを飲んだまではまだしも好いが同樓仲居の媒合で別室に行き鈴子は五円、信子は二円でロスに身を任せ仲居に五十銭
づゝの世話賃を払ふたことまで道後分署に嗅き知られ二十八日皆々呼出されて取調べを受け仲居は知らぬと強情張つたけれど芸妓の白状に依つ
て証拠十分と認められ対席の上で何れも拘留七日の処分を受けたげな、困つた女共ではあるわい

M38.11.01 救護班留送別円遊 当地派遣の赤十字社救護班は五班の内已に第八十第七十六の両班業務結了帰還を命せられ他の三班も亦不遠結了帰還の命ある趣に付廿九日午后
二時より出淵町知事官邸に園遊会を開き五救護班一同の留送別を催ふせり当日来賓として俘虜収容所長松山分院長菊池軍医正其他バラック附医
官薬剤官等招請に応じ来会し救護班員男女百三十名と合せ総人員百五十名にて先づ安藤松山出張所長の挨拶あり（左の通り）之に次ぎ第八十班上
席医員本多医員より昨年来収容所長松山分院長其他官●の懇切なる庇護に固りて業務を全ふせしを深く謝し且不日解散に付ての留別の挨拶を為

し続て他の三救護班（八十一班は欠席）各上席医員よりも同様謝詞及送別又は留別の挨拶あり了て江口松山分院長は今回当地の俘虜救護に就ては
職務上の光輝に我国医道の光明をも併せて発揮せりと述べ終りて吉川出張所部員は各救護班に対し充分の便宜を与へ度出張所の精神は戦時万般
の業務幅輳の為行届かざりしこと多きを謝し併せて之にも拘らず救護業務の都合能く終了に向はんとするは全く各班員の忠誠に外ならずとの挨
拶あり右にて式を了り各随意に遊戯し或は処々に団欒快話して薄暮散会せり（省略）

M38.11.10 俘虜引渡期 ダニロフ中将の副官フオン、メツ氏の談に依れば中将の一行は本月廿五日過神戸に来り始めて俘虜の引渡しを受くる筈なりと云ふ

M38.11.11 俘虜引渡協定 去る七日俘虜委員会商の結果議定したる事項は全国を三区に分ち静岡以東はは横濱より、名古屋以西下の関までは神戸より、九州は長崎より発航

する総て六隻の汽船を以て第一神戸、第二横濱、第三長崎の順序に依り送還する筈なるが右はダニロフ中将が旅順の俘虜を最先に帰還せしめんと
の提議をなせるに基くものなりと云ふ

M38.11.12 俘虜引渡の開始 露國俘虜七万余名の引渡は露國委員と協定の結果先づ以て来る十二、十三両日神戸に於て濱寺収容所俘虜約四千名を引渡し同十三日横濱に於て習
志野収容所の俘虜約二千名を引渡す事と為り神戸に之が搭載汽船二隻横濱に同上汽船一隻回航する事と為りたり右は孰も旅順の俘虜にして露國

委員の希望として旅順の俘虜を最先に輸送すべしとのことなるが是等は孰れも長崎を経由して浦盬に輸送せらるゝ由にて尤も俘虜の総てを浦盬
に輸送するにはあらずして一半は南露オデッサに輸送すべしと云へり而して先に軍艦ポカチールにて浦盬より長崎に来港せる海軍大佐スチルニ
ン氏は同地に在りて専ら是等両方面に向ふ輸送船の指揮を為すべしといふ

吉松大尉 高知後備大隊中隊長大尉吉松正幹氏は乗船間際病気に罹り城津にて入院したる故今回の凱旋部隊に漏れたり

井上大尉 憲兵大尉井上正紀氏（松山人）は去る六日附正七位に叙せらる

M38.11.15 ロ提督の帰国 露帝はロ提督優遇の意を以て一般俘虜の解放に先ち特別に取扱はれたき旨をダニロフ中将を経て我情報局長に通じ我情報局にてはロ提督以下に

自費渡航を許したるより同提督并に幕僚九名は去十三日午前九時卅八分京都七条発下り列車にて橋爪監督将校田島通訳附添ひ神戸に出で同所に
於て我情報局派出員坂本中佐に交付し同中佐より露國俘虜領収委員ダニロフ中将に引渡す筈なりと尚ほ右幕僚の氏名はコロンブ大佐、スイリツブ
スキー大佐、セメヨノフ中佐、オシポフ中佐、オリンチーフ少佐、フルジヤノフスキー大尉、ゴルチヤコフ侯爵少尉、デミチンスキー少尉、マク
シモフ少尉なり

M38.11.16 俘虜中の革命党 倫敦電報に依れば露國革命党員等は日本の松山、濱寺、姫路等に収容の俘虜中に三万の同情者を有すと声言せり

M38.11.22 浦盬の叛乱と俘虜の

輸送

露國が俘虜輸送の計画を一変し総て之を浦盬に上陸せしむる事とし已に第一回輸送船を横濱より発航せしめたることなるが今回突如たる烏港の

擾乱は此の新計画を再び変更するの必要を生じたるにや俘虜受領の為滞在中なるダニロフ中将は一応浦盬に帰り其の状況を視察すべしと云ふ、尤
も中将の浦盬帰りは一応馬関及び長崎に於て浦盬より逃れ帰りたる船員及び被難者につき実況を聴取りたる上或は中止することあるやも知るべ
からずと雖も元来欧路に送らずして浦盬に送る事と為りたるも其の理由は主として本国の動乱を避けたるものなれば今や浦盬に於て劇甚なる動
乱ありたりとすれば其の計画に多少の変更あるを免かれざるべし要するに俘虜輸送は一頓挫を受けたるものゝ如し


