
別子鉱山史の留意点－追加１ 

令和３年７月１１日 坪井利一郎 

  

 白井智子の「別子銅山古文書に見る明治初期の生野銀山と別子銅山の相互関係－お雇い

外国人コワニェと広瀬宰平の交流を通して」(仏蘭西学研究３９号 2013 年)を読む。その

中に何点か新事実が掲載されていた。 

 

白水丸とルイ・ラロック 

 広瀬宰平の「半世物語」には、ルイ・ラロックが和船を嫌ったので汽船を購入したと記述

しているが、白水丸を購入したのはコワニェに別子銅山を視察に来てもらうためであった。

広瀬は、フランス人技師のルイ・ラロックとコワニェを記憶間違いしたままで書いた。 

 コワニェの別子銅山視察は多忙のために延び延びになっていたが、ついに実現する。 

   明治 5 年 9 月 5 日 工部省へコワニェの別子銅山への派遣視察を懇請する。 

   明治 5 年 10 月 8 日 聴許となる。 

   明治 5 年 11 月    イギリスの汽船を購入して白水丸と命名する。 

   明治 6 年 1 月 27 日 広瀬は生野に出張。コワニェに直接要請のため。 

   明治 6 年 6 月 3 日 生野出発 

              住友友親・広瀬宰平が白水丸で飾磨港で迎えに来る。 

        6 月 4 日 新居浜港に着く 

        6 月 13 日 新居浜港から飾磨港、姫路から生野に帰山する。 

 

増田芳蔵のフランス留学 

 別子鉱山目論見書の実施に当たって、塩野門之助と増田芳蔵をフランスに留学させた。塩

野はルイ・ラロックの通訳をしたからフランス語ができるからであった。 

 広瀬が明治元年 9 月～明治 2 年 1 月まで生野銀山に出司した後に、岡田梅蔵と増田芳蔵

を生野鉱山学校に送り、コワニェから鉱山学とフランス語を学ばせる。増田はフランスを学

んでいたからフランスへの留学生に選ばれた。 

 

火薬のわが国での初使用 

 広瀬は生野銀山出司中にコワニェから火薬採掘法を学んだ。別子銅山に帰山し、生野にも

負けじと近代化したいとの強い意志から第一通洞開削で火薬を使用したのは、厳密に云う

と「我が国の民間鉱山で最初に火薬を使用した」となる。コワニェは生野銀山で日本で初め

て火薬を使用している。広瀬は明治 4 年 4 月に再び生野銀山への出司が命令され、6 月 2 日

に着任する。8 月頃になるとコワニェと懇意になる。コワニェの別子視察へと展開。 

 



別子鉱山史の留意点－追加２ 

令和３年９月１日 坪井利一郎 

鬼殺し 

 小足谷醸造所で造られた酒の銘柄は「イゲタ正宗」、別名「鬼殺し」。昭和４４年刊行の「旧

別子案内」に「イゲタ正宗」と出ていて、以後この記述が続く。明治４３年刊行の「雑誌・

遠鳴３０号」では、新井琴次郎が「井桁正宗」と記述している。(井桁はｗｉｇｅｔａなの

で、カタカナ表記ではヰゲタ。ヰゲタ正宗となる。) 新井琴次郎の戦前の遺稿を子息が平

成１９年に本にした「紙碑」には、「鬼殺し」が出て来る。昭和１６年刊行の別子開坑二百

五十年史話では「銅山正宗」と記述している。 

 別名の「鬼殺し」は、この酒を飲むと鬼の様に気の荒い坑夫も酔いつぶれておとなしくな

るところから、誰言うとなく「鬼殺し」と言われてきたと説明される。現代教養文庫「日本

を知る小辞典３衣食住」(社会思想社)に、「昔は辛口の酒が喜ばれた。辛すぎて『鬼殺し』の

異名がついたとは方々で聞く話だ。」とある。辛口の酒を言っていたと考えられる。 

 小足谷で吟醸酒を造る必要はなく、少しでも多く酒を造ろうとすると、米の精米度も低く

なり、たんぱく質に起因するフーゼル油分が高くなって、飲むと頭にこたえた。 

現在でも高山市や松本市に「鬼殺し」の銘柄の清酒が販売されている。 

  

露頭線 

 別子開坑二百五十年史話に、「尾根を越えて昼なお暗い中を二三町南に下って露頭らしい

ものを見つけ」とある。これを元に尾根を南に少し下った箇所で露頭を見つけた話として

色々と書き綴られる。尾根に交差している露頭線の染色を南に下がると鉄のスクラップの

散乱と見間違える露頭に出会う。そこを越えて大露頭の岩塊を見つけたとなると２番目に

なる。現地をよく見ていないから、登山道の横の大露頭の岩塊で話を作る。土佐街道も荒唐

無稽に現況に合わすから現況認識がややこしくなる。 

 銅山越え－銅山峰－西山の稜線の登山道と露頭線は一枚岩で交差しているので、西条藩

領内からも露頭線が天領に続いているのは一目瞭然である。尾根から南は昼なお暗い密林

状と記述するが、銅山峰のツガザクラが８０万年前の氷河期から生き延びて来ているので、

尾根は灌木が生えてはいるがバッドレス状である。立川銅山から露頭線を辿って尾根まで

来ると、更に続いているのは明白である。また、バッドレス状は、平野からも識別が付き、

馬の雪形にも出るので山相からも知ることができていたはずである。 

 大和間符横の大露頭が登山道の傍らに露出しているので、視覚的に露頭発見譚にしてい

る。西条藩・天領国境の露頭線を見ていても露頭と理解できないので、大露頭で書き始めて

いる。大露頭での試掘でなく、後の歓喜間符の所での試掘は、２点調査を暗示している。 

 現在も大露頭にはヘビノネゴザの羊歯か生息している。金属探査の指標植物なのに、これ

に触れないのは、この方面の知識がなかったからであろう。 



第一通洞南口前のコンクリート水路 

 東延斜坑から出た鉱石のズリは、第一通洞南口前の斜面に捨てられた。雨水が東延谷を流

下するとズリ捨場の下部を侵食して、ズリが岩石なだれとなって崩落するので、ズリ捨て場

の上に、雨水でズリが流出しないように付け替え水路を設置した。水路の水は鉄缶橋の上流

の岩斜面を滝として落下している。(岩波写真文庫・銅山のＰ１４下段の写真に、ズリ捨場

が写っている。) 

 

南蛮吹き 

 住友寿済が堺の異国人に学んで銀抜き法を考案したとの伝えは、天正１９年(1591)であっ

た。生野の「銀山旧記」には、寛永９年(1632)に多田銀山から来た者が、「かたけ吹き」を

するとある。かたけ吹き＝南蛮吹きで、銅の中に含まれている銀を分離精錬する一連の工程

をさす。なお、「かたけ」は地銘か人名かも不明。 

 石見銀山は、博多の商人の神屋寿禎の「銀山旧記」によると大永 6 年(1526)に発見され

た。そして翌年に開発される。灰吹き法は発見７年後の天２年(1533)と伝えられている。 

 佐渡に灰吹き法が導入されたのは天正１１年(1542)で、鶴子銀山が成立する。慶長９年

(1604)に設置され佐渡奉行所を復元すると、奉行所の床下から貴鉛が発掘されている。 

 日本海の灰吹き法の伝播は、博多→石見→佐渡が考えられる。 

 大阪エリアの灰吹き法の南蛮絞りは、堺→大坂の住友への延長線上に多田→生野がある

のか。堺を起点としての別ルートなのか。５年～１５年の差は何にを物語るのか、注目点で

ある。 

  生野の銀山旧記の注 

   かたけ吹き：慶長年間(1596～1614)に伝わった「南蛮吹き」によって、多田銀山は 

第二の盛期を迎えた。かたけ吹きは銀を含む粗銅から、南蛮吹き・南 

蛮絞りによって貴鉛を絞り出し、その後、灰吹きによって銀を取る一 

連の事。南蛮吹き法は、粗銅に含まれる銀を抽出するとともに、不純 

物であるヒ素やアンチモン等も取り除き銅品位を上げることができた。 

 

背負子 

 別子山型の背負子は、荷を乗せる箇所は着脱式になっている。Ｔ字状に作り縄で結束して

止めた。初期においては、木の幹と枝部を一体加工して作成していた。東平歴史資料館に再

現した背負子が展示されている。 

 仲持ちは、立てって休む時に背負子下に頭部がＴ字状になった杖を入れて支えた。そのた

めに背負子の下の横棒に切りこみを設け、杖の頭部を切りこみに入れていた。 

 石ケ休み場では、石積みのベンチに腰掛けて、背負子の脚をベンチに乗せて休んだ。石見

銀山には「もたれ石」があり、その石にもたれて背負子はもたれ石の上に乗せて休んだ。 

 



別子 

 別子開坑二百五十年史話に、景行天皇の第１２皇子の武国凝別命が、新居、宇摩、周桑郡

を治め、その子孫の加禰古乃別君、龍古別君、意伊古別君が統治するとある。龍古別君は龍

河神社の祭神、意伊古別君は新高神社の祭神として祀られ、尊い縁故から「ワケノコ」と呼

ばれていたが、後に音読みして「ベッシ」となり、別子山村に名を留める。 

 武国凝別命は西条市の伊曽乃神社の祭神として祀られている。なお、景行天皇の古墳は奈

良盆地を見下ろすように、桜井市の山野辺の道の傍らにある。 

 森博達「日本書紀の謎を解く」(中公新書)Ｐ61 の埼玉稲利山古墳出土の鉄剣銘「獲加多支

鹵 比垝 獲居 足尼」(ワカタケル ヒコ ワケ スクネ)で示すように「別」は尊称。 

 武国凝別命の末裔が多く西条市内・新居浜市内で確認できる。別子の苗裔が新居氏。 

加禰古乃別君  野田 加禰＝金属を示し鉱山に関係する 岡古墳の祭神 

龍古別君    立川 龍河神社の祭神 

意伊
お い

古別君   生子 新居宮の祭神・種子
をいこの

命
みこと

 (注)新高神社は新居宮+高知神社 

    川内乃別君   高知 高知神社の祭神で意伊古別君の子にあたる 

    弥須
ね ず

古別君   大谷・戸屋鼻の野津子 (ネズコ→ノズコ） 

    波
は

夜
や

古別君   早川 

    猨
さる

古別君    玉津小学校東の猨子 

武国凝別命の 

    長男 水別命・三津別命 

      水別命の長男 十
と

城
き

別命は飯積神社の祭神の一つ 

    二男 津守王
きみ

・大笠別・小笠  下島山の笠木・笠地 

                   玉津の風間 

    三男 津守別命                    ※津は玉津の津か？ 

      ※岡古墳の祭かみとされる加尼古別命は武国凝別命の曽孫 

 

ヘルメットの走り 

 頭部を保護するヘルメットの走りは、帽子の上に薄い鉄板を前後に取りつけたものであ

った。やがて左右に広がって鉢型になったのが、ヘルメットである。別子銅山を取材した岩

波写真文庫・銅山の写真に数多く写っている。 

 佐渡金銀山では、コヨリで作った円形物を頭上に置いて、ひもを顎で結んでいた。修験者

の頭兎も頭上を保護するものであったが、後には額に下りてきた。 

 

惣開製錬所の位置 

 日暮別邸西の展望台から惣開を見降ろして、御代島の左奥に四阪島を望む。住友化学の精

製塔の右側、御代島西端をかすめて四阪島と展望台を結ぶ線上に見える、煉瓦造切妻の大き

な建物２棟が、第一火力発電所の増設部の跡。この建物の東側に惣開製錬所があった。 



別子鉱山史の留意点－追加３ 

令和３年１１月１４日 坪井利一郎 

横たえた梯子をまたがない 

 雑誌「遠鳴」の「昔話」の中に出て来る。 

  ①梯子をまたぐ姿勢は、梯子から転落している姿勢になるから。 

 ②梯子は、神が昇り降りする神聖な用具だから。 

 ③梅原猛「森の思想が人類を救う」(小学館)のＰ５３に「柱は、そこを通って神々や人

間たちがゆききする神聖なもの。－－－伊勢神宮の御遷宮の初めは心の御柱の建造

から始まります。諏訪神社には御柱の大祭があります。金沢の近森遺跡や能登半島の

真脇遺跡のウッドサークル(環状列木)を見て、それらの意味が分かりました。」 

       柱  ハシラ 垂直  → エレベーター 

       橋  ハシ  水平  → 動く歩道 

       梯子 ハシコ 斜め  → エスカレーター 

   ハシラ、ハシ、ハシゴ。ハシが共通部。柱は立木で天と地を結ぶ通路。天から木の

先に降臨し、元から末に登り天に向かう。木を伐採して任意の場所に定める。木を倒

して端と端に渡すと橋。木を立て掛けると梯子。 

   日本書紀には神々が柱を通じて天地をゆききしていたとある。古事記に出て来る

天の浮橋も天地をゆきかう橋であった。京都の天の橋立は、昔には天に聳えて立って

いたという。その橋立を通して神も人間も往来していたが、ある日神様が居眠りして

いた間にドスンと橋が倒れて、今のように横たわっているとの神話が丹後風土記に

記されている。 

 

劇場 

  各劇場を比較すると、旧別子の回り舞台の直径は約６ｍか。 

 

       縦横             床面積    周舞台の直径          収容人数 

旧別子 １４．５間×２４間   ３５０坪            １０００人以上 

    43.7m×26.4m             (以前は２０００人と言われていた) 

        桁棟は１０間×２０間 ２００坪   ３～３．５間 

               18.2m   36.4m      5.45～6.37m→約６ｍ？ 

東平  １２間×１８．５間   ２２２坪 ３．２５間     ２０４２人 

    33.7m×21.8m          5.9m 

四阪島 １１間×１７間     １８７坪 ３．５間      １４００人 

    20.0m×30.9m          6.37m       長椅子席 

                      ※１間＝１．８２ｍ 



別子鉱山史の留意点－追加４ 

令和４年４月１０日 坪井利一郎 

船窪の峯 

 一宮神社の社記「神野郡の伝」に神野郡の四至が記されている。四至とは東西南北。 

  西は氷見の境塚より以東なり。 

  東は関の立石より西なり。 

  南は船窪峯より以北なり。 

   北は高井神島より以南の海面を限るなり。 

西赤石山から西山にかけての吊り尾根が、船の底のように見えるところから船窪の峯 

と古代から呼ばれていたことを示す。銅が産出されるようになって銅山峰と呼ばれるよ 

うになる。銅山越え南の窪地を東の船窪、大露頭北の西の船窪などの窪地は、船窪峯の 

山頂にある窪地として呼ばれたのは後世の事のようである。 

 

井桁正宗・銅山正宗の正宗 

 灘の酒蔵の六代目山邑太左衛門は、天保年間に近くの名水を利用して造った日本酒に 

仏教の「臨済正宗」の名に由来して「正宗」と命名した。せいしゅう(正宗)とせいしゅ(清 

酒)の語呂あわせをしたものでした。その後、「正宗」の名をつけた日本酒が多く出回るよ 

うになって、明治１７年(1884)には商標登録できない普通名詞になった。 

 

加禰古乃別君  

武国凝別命の末裔の加禰古乃別君は、加禰＝金属を示し鉱山に関係する名前であると

説明されてきたが、所在地が不明であった。西条市飯岡の岡古墳の祭神の説がある。八幡

神社の社号石は岡古墳の蓋石との言い伝えがあり、台石は明治２９年(1896)に岡古墳から

運んできた。これについて、大倉条馬の「伊予路のふみ賀良」の「飯積神社考」この豪族

の首長の墓について記されている。 

  飯積神社旧記に「飯積神社の祭神十城別命は蟹守山の麓に坐せり」とあり、蟹守 

山は、訛って「かもりやま」と呼び「冠山」の字を当つ。－－－往時の十城別命の 

御座所蟹守山の麓とは即ち半田山のことにして、これ飯積神社の旧地なるべく、後 

世何時か現地櫟津岡に遷したるなりと。果たして然らば蟹森山は「かに森」にして 

加尼古乃別命を記念とする呼称とすべく、さらにこの地半田山の大古墳は加尼古乃 

別命墳墓にあらざりしか。又これら古墳群は御村別苗裔の村域にあらざりしか。因 

みにいう、半田山古墳群は同地開墾のために破壊されて今はその影を残さず。(半田 

山は現在の西条ＩＣの箇所。) 

  野田の岡古墳の主の加尼古乃別命について、大倉は「伊曽乃神社」の「和気系譜」 

の中で、十城別命は御村別氏の第三世(孫)、加尼古別命は第四世(曽孫)と書いている。 



別子鉱山史の留意点－追加５ 

令和４年６月５日 坪井利一郎 

自彊舎の教育方針 

  鷲尾勘解治は、「私が自彊舎を創立してその教えの根本を何に求めようかと考えた時、

仏教と儒教―孔子の教え―とでは道に入る行き方が違う。仏教は悟りを得て下化衆生を

行うが、孔子の道は下学而上達するというように日々の行いを忠信を主として行うと、自

然に天の道に通ずることができる、と説かれている。それで私は自彊舎では孔子の道を中

心にするようにきめた。」(片山修「師と友と・・・」の中のＰ７「鷲尾先生訪問記」) 

  小乗仏教では、仏陀の境界は凡夫の到底及ばぬ処で、凡夫は仏陀の教えを聞いて修行に

努め、解脱を得て阿羅漢になるのが最高の限界であった。消極的静寂主義。大乗仏教は、

何人と雖も志を立てて仏陀の教えに従って如実に実践すれば仏陀になりうるという釈迦

仏陀の教えに基づき、各自が仏陀になることを理想として、世間、出世間に渉って衆生を

救済すべきであるという立場をとった。しかし、仏陀の超人性、絶対性を強調したので、

仏陀たることは最高の理想であるが、到達することは困難とせざるを得ず、そこで仏陀の

候補者として菩薩となって自身に正覚を求めるとともにすべての衆生を救済すること、

上求菩薩、下化衆生に主眼点を置くようになった。菩薩主義。自利(上求菩薩)、利他(下

化衆生)の二行の菩薩行を掲げる大乗は、小乗の自利行と対照的である。 

  鷲尾は、仏教は自らが悟った後に衆生を救済すると解釈しているが、大乗仏教では、自

らが悟るのと衆生を救済するのは同時におこなう立場である。 

自利利他公私一如 

これは、「住友の事業は、住友自身を利するとともに国家も利し、社会を利するほど

の事業でなければならない。」というものである。仏教用語で、「自己の仏道修行により

得た功徳を自分が受け取るとともに、他のためにも仏法の利益をはかる」という意味で

ある。悟りを開き如来に成れるにもかかわらず、この世にとどまり衆生を救わんとの誓

いを立てるとともに、己もなお修行に励む菩薩行である。観音菩薩、地蔵菩薩、普賢菩

薩、勢至菩薩、弥勒菩薩など。 

   初代総理事・広瀬宰平は、別子銅山の近代化を推進した。当時、自分たちが儲けるだ

けでなく国民と利を分かち合うとして、新居浜製錬所を開設し、地域が工業都市として

発展する基礎を築いた。 

   第２代総理事・伊庭貞剛も、「住友の事業は住友自身を利するとともに、国家を利し、

且つ社会を利する底の事業」という方針を執った。 

   第３代総理事・鈴木馬左也も、「徳を先にし、利を後にする。徳によって利を得る。」

という自説を語っている。 

   新居浜事業所の支配人・鷲尾勘解治は、別子銅山の鉱量が後１７年分しかないことが

判明したとき、地方後栄策を提唱、実践して今の工都・新居浜の原型を作った。 



大露頭 赭くてそこは 雪積まず 

令和４年６月５日 坪井利一郎 

 昭和３２年２月１４日、山口誓子は高弟の橋本多佳子とともに招聘されて、住友倶楽部に

おいて「俳句と和歌について」と題して講演し、講演後に句会を開いていた。 

 翌日、多佳子は四阪島に行き、誓子は旧別子を見学し、夜には東平で句会を開いた。旧別

子見学を詠んだ４２句は、天狼の３月号に「別子銅山」の題で掲載された。 

 旧別子で詠んだ「大露頭 赭くてそこは 雪積まず」の句碑の除幕式は、昭和３４年５月

１５日に、東平修理工場前で執り行われた。その席で「山頂一面の積雪の中に唯一ケ所雪の

積まない処を発見した感動を詠んだ句である。２７０年間連綿として今なお尽きぬ別子銅

山の生命力を象徴するもの、営々と繁栄する住友事業の今日をなした根拠は、この雪の積も

らぬ大露頭である。自然の雪も銅山峰の奥深くこんこんと尽きることのない神秘的な精気

の前に、自ずからとけるのではないだろうか。」と解説された。 

 この句碑は、昭和４３年３月の東平坑休止に伴い、同月に西原町の鉱山本館前に移設。 

 ２月１５日、誓子は７時１０分頃に泉寿亭を出発して、７時３５分頃に端出場に着き、三

交代の朝組の８時の坑内電車に乗車し、大立坑、上部立坑を経て、第一通洞南口に出られた

と思われる。なお、上部立坑捲揚機は東平坑休止の昭和４３年４月で運転を終えた。厳冬期

なので日浦登山口から銅山峰への登山は考えられない。まして、肺病を患い住友を辞した誓

子が、日浦登山口からの雪中登山は無理である。住友関係者は１２月～３月の冬季は、旧別

子へは入らない。 

 この５月１５日に１３５回目の旧別子・銅山峰登山をし、別子銅山遺跡群を案内した。端

出場に８時に集合。日浦登山口から登山して下山したのが１６時３０分だった。 

 愛媛大学の青木・准教授は、雑誌等に誓子が端出場をスタートして、籠電車に乗って日浦

から登山したと寄稿している。時間経過を推計すると、9:00日浦、9:30日浦登山口、12;30

～13;00銅山峰、15:30日浦登山口、16:00日浦、16:30東平。２月１５日の東平はとっぷり

と暮れている。また、句の解釈で、快盛法印が物住頭に魔物を封じた話を前置きして、山中

の気配を読み取ろうとしている。しかし、物住頭を「ものすみがしら」と読んでいるが、正

しくは「ものすみのあたま」である。命名者は銅山峰ヒュッテの主人であった伊藤玉男であ

る。江戸の昔の話ではない。４２句の中に、日浦から南口までを詠んだ句は無い。 

 別子銅山の４２句は、道順に掲載しているので、読んだ場所を推定してみる。 

陶器市 朝まだ開かず 霜曝
さら

す     山根 

寒けれど 吾が乗る人車 凭
もたれ

あり    端出場     乗車前 

坑走る 寒き人車に 頭を低め     第四通洞    坑夫と一緒に入坑 

ここに隘
せばま

り 寒巌の 坑走る      第三通洞    寒巌で端出場より寒い 

通洞の 岩壁ここまで 外の寒さ    第一通洞南口  通洞はここまで 

雪登山 靴坑内を 通らし貰うふ    第一通洞    「靴」で坑内を徒歩 



雪積める 坑口青く 暗き光      第一通洞南口 

坑外の 焚火は長き 火を立たす    第一通洞南口 

焚火真近かに 高山の 雪の凝り    第一通洞南口 

帽阿弥陀 冠
かぶ

り雪山を 冒涜す 

雪の径 吾につづきて みな黙す    木方   急登坂となる 

聞こゆるは 雪山登る 衣
きぬずれ

摺れのみ  木方 

氷雪に 氷砂糖を 口含む       牛車道  口に運べる緩やかな道 

樹氷林 輝くところ しばし過ぐ    牛車道  尾根近くの風道あたり 

ひかげのかづら 首に纏く 晩年も   牛車道 

雪を硬くす 山頂は 非常に      銅山越え 尾根に出る 

ここ行きて 倒れし人に 雪供養    銅山越え・峰地蔵 

銅色に 霞める下界 そこより来し   銅山峰 

大銅山 らしく冬日に 照らさるる   銅山峰 

冬日輪 懸
かか

る銅山 風化して      銅山峰  太陽が南中 

岩山の 痩落葉松に 霧氷与え     銅山峰 

雪の裏 明日は吾が行く 土佐の山   銅山峰 

雪の頂上 紙のコップに 熱珈琲    銅山峰 

雪嶺に 憩ひて吾は 珈琲党      銅山峰 

雪の頂上 少年は 憩はで過ぐ     銅山峰 

岩山に 凍てよウイスキー 棄小瓶   銅山峰 

慎みて 踏む銅山の 顱
ろ

頂の雪     銅山峰       ※顱
ろ

頂：てっぺん 

大露頭 赭くてそこは 雪積まず    大露頭       ※赭：焼き尽くす 

雪中に 埋もれて遺る 歓喜坑     歓喜坑 

雪銅山 間歩と呼びし 語も廃る    歓喜坑 

此方彼方に 廃坑が 白息衝く     歓喜坑・歓東坑 

ここも廃坑 谷間
たにあい

に 白息衝く     歓喜坑 

廃坑を 鎖
とざ

せる氷柱
つ ら ら

 薙ぎ払ふ     歓坑内 

雪に冷え 来て廃坑に 入り憩ふ    歓喜坑 

雪しづか 廃坑以後の しずけさぞ   歓喜坑 

旧熔爐 ありし朱
あけ

谷
たに

 雪積もる     木方・上の床屋 

深谷に 猟夫立つ陰 落ちゐたる        木方 

雪の樋
ひ

を 毒の坑内 水走る      第一通洞南口 

寒き坑車 吾と坑夫と 凭
もたれ

あふ     第三通洞・籠電車 

坑車より 雪に飛び降る 若き鉱夫   東平・第三    途中下車 

闇に雪 けふの最後の 坑車帰る    東平        

鉱山の 寒暁汽笛
ふ え

の 余喘
よ ぜ ん

絶え     東平   ※寒暁：明らかに寒い、寒々しい 


