
第６期  活動報告                       ２０１１．３．３１現在 

                                 長野県和算研究会  

 

１ ２００９年４月５日 草間権左衛門関係資料調査 （北原勲 小林博隆） 

   中野市大徳寺で発見された算額の奉納主の一人である草間権左衛門は芋川村出身

ということで、ご子孫と思われる芋川の草間満広氏宅を訪問。資料調査を行った。草

間（＝？木曽）権左衛門尉元と草間由水（＝？木曽喜太夫定則）は別人か？ 

→詳細は、会報第２２号で報告されました。  

 

２ ２００９年５月１７日 会報第２１号発行  

1 第７回幹事会報告  

2 新会員紹介 伊藤光代さん 増田祐三さん 

3 算額をつくろうコンクール受賞（奨励賞）報告 伊藤栄一 

4 第５回全国和算研究（長崎）大会のご案内 長崎和算研究会 

 

３ ２００９年５月２１日  池田家に新たな和算資料が見つかる 

松代の和算家池田三七定見のご子孫より、小林博隆宛に、調査依頼の連絡あり。 

ここに池田家蔵書（Ⅲ）325点が出現する。これで、池田蔵書群はⅠ、Ⅱ、Ⅲの総計約

617点の資料群となり、今まで、個人蔵書では最も多いとしてきた野池嘉助蔵書数約 583

点を超えた。三上義夫氏確認本等もあった。 

 →詳細は、第５回総会で報告されました。 

 

４ ２００９年５月３０日 小林博隆氏 研究発表 

「その実像を求めてー松代藩の和算家たち」 

  信濃史学会２００９年度定期総会にて 於あがたの森文化会館（松本市県） 

   

５ ２００９年７月２９日 伊藤栄一氏 木曽福島中学校にて、算額講演会 

  木曽郡の小中学校の先生方からなる算数・数学教育研究会にて 

 

６ ２００９年８月１日（土）千曲市八幡神社（武水別神社）の算額復元について 

  宮崎一治氏（長野陸送社長、長野市商工会議所副会頭）の提案で、本年１月５日に焼

失した「御供殿」の復元に伴い、算額を復元する方向で話し合いがなされた。出席者：

宮崎一治氏、松田直隆（武水別神社学芸員）、西澤嘉雄氏（有限会社Ｎ設計社長）、小

林博隆。 

  奉納場所は、新「御供殿」の南側 Ｗ4700 H2000 サイズ。再典流算額に決定。１１月

完成をめざす。額制作はＮ設計、解説書は小林が執筆、と決定。 

 

６ ２００９年８月１０日 第５回長野県和算研究会総会案内状発送 

 

７ ２００９年８月２２日（土）・２３日（日）  

第５回全国和算研究長崎大会 主催 長崎和算研究会 

  北原勲氏 田中秀明氏 伊藤光代氏 参加 

 



８ ２００９年９月２６日（土） 第５回総会開催  於 長野県塩尻志学館高校会議室 

  参加者８名… 中村、北原、伊藤光、小寺、田中、伊藤栄、大谷、小林 

１）  総会       

      １  開会のあいさつ （副会長 北原勲） 

      ２ 会長あいさつ   （会長  中村信弥） 

      ３  議事               

    （１）第５期事業報告     (事務局) 

      （２）第５期会計報告    （事務局） 

                 会計監査報告  （大谷監事）    

       （３）役員改選 

              役員選出提案      （事務局）     →全員留任   

        （４）第６期事業計画    （事務局、会長より）  

   ２） 研究発表       

（１）『算額をつくろうコンクール』報告     伊藤栄一氏  

        （２）全国和算研究長崎大会の報告         伊藤光代氏 

        （３）長野県和算研究会ホームページについて   田中秀明氏 

    （４）“算変法”について            北原 勲氏 

    （５）浪華二十八橋智慧渡            小寺 裕氏 

     なお、小林博隆氏より文書報告『池田家蔵書Ⅲ出現と今後の課題』があった。 

  ３） 近況報告・昼食 

       【移動】 

４） 算額見学  塩尻永福寺・記念写真撮影、松本筑摩神社 

※総会資料は、ご欠席の方にも発送しました。 

 

９ ２００９年９月２５日 七二会中学校生徒 算額を作成し、奉納 

  信濃毎日新聞の報道によると、「生徒が考案 和算の「算額」に挑戦を」。「長野市

七二会中学校の生徒が江戸時代の数学「和算」の問題と答えを板に記した「算」を模し

た作品を作り、同校体育館に飾っている。人気キャラクターの体積を求めるなど、生徒

が考えたユニークな問題など計五点を展示。25,26日に開く文化祭「陣場祭」で来校者に

披露した後、近くの神社に奉納する考えだ。…」。指導教諭は、内岩望氏（本会会員） 

 →１０月１１日 守田神社に奉納されました。 

      

10 ２００９年１０月２５日（日）中村信弥氏 日本数学史学会より表彰される。 

  趣意書より。「平素は日本数学史学会のために格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。本会は会員の皆様のご協力をもちまして、今年五十周年を迎えることができま

した。この間における中村様の業績、学会への寄与は多大なるものがありました。つき

ましては五十周年記念式典の場におきまして、中村様の学会への功績を称え、表彰状を

贈呈したく存じます。」お茶の水女子大学にて。  

 

11  ２００９年１１月５日  本会会員黒岩和男氏ご逝去 

弔電を差し上げました。本会発足以前より、同志の方々と和算資料調査に取り組まれ、 

 黒岩コレクションとも呼ぶべき膨大な和算関係資料があり、それらは「黒岩そろばん資

料館」で公開されていました。その全容は『信州和算資料目録』に掲載されています。

 黒岩和男氏撮影の算額写真 36 種 37 枚は、鬼無里で開催された第１回全国和算研究



大会でも展示発表されましたが、現在は本会事務局で保管しています。その他の和算

関係資料は、北原勲氏の仲介で須坂市立博物館に寄贈されました。 

  改めて、黒岩様のご冥福をお祈りします。 

 

12  ２００９年 １１月 小寺裕氏  

『和算書「算法少女」を読む』（ ちくま学芸文庫）を発刊 。 

 

13 ２００９年１１月２２日 群馬県和算研究会創立５０周年記念総会開催 

祝電を差し上げました。 

 

14 ２０１０年１月１７日（日）千曲市武水別神社（八幡神社）に復元算額奉納 

１１：００より除幕式が執り行われる。リーフレット「復元算額の栞」が武水別神社

より発行される。信濃毎日新聞１月１８日付報道。解説本『甦った幻の算額』は同社販

売所で購入できる。 

復元奉納者は宮崎一治（長野運送株式会社社長）であるが、Ｈ１３年度発行の『幻の

算額』をご購入いただいたのがきっかけで、今回の復元奉納につながった。額面積 470cm

×2000cmで、現存する算額としては全国で一番大きいものになった。 

 

15 ２０１０年１月２６日 木島平の中部小学校６年生が総合学習で算額制作 

  木島平村立中部小学校の平成１９年度６年生が平成２０年２月算額作成、との情報を得

る。北原勲氏、現地確認。中部小学校６年生（両角孝之教諭、１１人）が２月２２日、

総合的な学習の時間「響活動」で作った算額を、卒業記念に学校へ奉納したもの。縦 56、

横 154㌢、５題。現在は、同村若者センター文化財展示コーナーに展示されている。北

信タイムス平成２０年２月２９日付記事あり。 

 

16 ２０１０年３月２３日（火） 飯山北高等学校理数科課題研究発表会にて 

小野沢聡太君 「地域の算額とその現代解法」を発表。指導者：飯山北高校の松山・大

池・畑田先生）北原勲氏出席。鳥出神社、湯沢神社の算額を扱う。高校生の取り組みと

して、評価したい。 

 

17  ２０１０年５月末日 長野県和算研究会会報第２２号発行 

1 第５回総会研究大会報告  

2 武水別神社八幡宮の「算額」復元について  

3 小・中学生奉納算額（１） 美和神社の算額 中村信弥 

4 小・中学生奉納算額（２） 守田神社の算額 内岩 望 

５ 落ち穂廣いシリーズ 第４回 中村信弥 

６ 調査報告 芋川村草間権左衛門について 北原 勲  小林博隆 

７ 第６回全国和算研究大会神奈川大会のご案内 神奈川県和算研究会 

 

18 ２０１０年６月１６日(水)16:00～17:00 東筑摩塩尻教育会「算数・数学教育研究会 

 第１回研修会」（於塩尻市立広丘小学校）。 伊藤栄一氏講演。 

①臨川寺算額解説、②数学基礎実践報告、③算額をつくろうコンクール、④現代に

甦る算額の魂、⑤満昌院の算額について。  



19 ２０１０年７月３１日～８月１日 

信州自然誌科学館２０１０年（信州大学理学部主催）「自然のからくり」 

ゲストブースＧＢ１にて「日本の数学（和算）」を発表：田中秀明氏・伊藤栄一氏 

 

 

20 ２０１０年８月５日（木） 飯山市常郷 石峰山真當院に算額発見 

平成２２年８月４日夜、飯山市文化財保護委員の樋口和雄氏からお電話をいただいた。

このたび、真當院を訪問され仏像調査をされたが、その折、本堂横の間の格天井に１枚

の算額の存在に気づかれた。その概要をお電話でお知らせ頂いた。翌８月５日午後現地

調査を行った。 

 算額の詳細 

（１） 寸 法 45cm×45cm （本堂横の間格天井） 

（２） 奉納年 明治１９年６月 

（３） 流 派 関流  

（４） 奉納者 吉川清筧恭門人 畠山信良 

（５） 容術１題 

 

21 ２０１０年９月４日（土） 第７回算額見学会 

 集合場所  ＪＲ飯山駅前(10:00) 参加者１９名 

（本会関係）…伊藤栄一、伊藤光代＋孫、内岩望、大谷健二、北原勲、小林博隆、嶋田秀樹、 

竹花卓、田中秀明、中村信弥、野村恵智雄、山崎実；関口哲男 

（飯山北高校）…生徒：竹ノ内礼、小林彩美、上倉昇悟、教諭；大池裕達 

（報道）…北信濃新聞社：上野氏 

① 飯山市常郷石峰山真当院(10:30) ・発見の経緯説明等 ・飯山北高校生による解読

発表（各人による） ・意見交換 

② 飯山市柳新田の掛軸算額(11:30)  

  第２術解読結果の「八六五」は誤記ではなく「八六々」であろう、と確認された。   

※ 昼食（飯山市にて） ・中村会長より、全国和算研究大会の開催地予定について報

告があり、長野県で実施する場合は、「算額の復元とＨow to」というテーマで千曲

市・坂城町を中心にどうかという提案があり了承された。 

③ 野沢温泉村湯沢神社算額(14:00) 氏子総代片桐氏のご案内、村教育委員会教育次長

小島氏の解説をいただいた。平成２０年４月２８日に野沢温泉村有形文化財に指定さ

れた。第三術の実物額面図において、三角形と円の接触関係が誤っていることを確認

した。（蛇足）内輪話となるが、解説資料に『算額への招待』が無断転載されており、

気になった。 

  

22 ２０１０年９月吉日 北原勲氏 「法道寺善等の算変法」（自家版）発行。 

  「…この研究は、信頼に足る研究として後世に残る著述である。北原先生のこの研究

によって、長野県の和算研究がまた一歩着実に進んだことに衷心より敬意と感謝を表

し次第である。」（序 中村信弥 より） 

   末尾で、未解決な坂城天幕社第４問と『観術』其十六との関連を指摘し、その研究

成果が報告されている。天幕社原算図が誤りとすれば、これを以て第四問に関わる積

年の疑問は解決されたか。 

 



23 ２０１０年１０月１０日 七二会中学校生徒 算額を作成し、守田神社へ奉納 

 指導教諭内岩望氏（本会会員）より以下のご報告をいただいた。七二会中学校で、総

合的な学習の時間で１７面、２年技術科（数学）で１２面、合計２９面の算額を作成し

た。内容は、世界を変えた１０大数学公式を紹介する算額１０面、残り１９面は問題と

解答の形式。９月２２日に完成し、２４～２５日に文化祭にて発表、１０月１０日に守

田神社に奉納した。 

（蛇足）奉納算額数で守田神社は日本一！（世界一）になります。 

 

24 ２０１０年１１月２日 坂城市川家和算資料が坂城町へ寄託 

  信濃毎日新聞報道。市川佐五左衛門の子孫市川信彦氏（66）=京都市が、町役場を訪れ

資料約１７点を町に寄託した。残り資料も順次寄託予定、保管場所は当面同町の『鉄の

展示館』、担当学芸員は宮下修氏。→「坂木宿ふるさと資料館」で一部展示。 

 

25 ２０１１年２月１１日 坂城町主催 市川家和算資料の解説 

小林博隆氏講演。演題「市川佐五左衛門信任と和算」、坂城町コミュニティセンター

にて。市川家現当主市川信彦氏他約５０名の聴講者あった。 

 

26 ２０１１年２月１３日 飯山市常盤柳新田 瀧澤治夫氏宅に宮城流免許状５巻 

2011年 1月 29日、山崎実氏確認。２月１３日、北原・山崎・小林で再確認。 

天保１２年 飯山市瑞穂大硲次助栄治から柳新田瀧澤高蔵宛 

 

27 ２０１１年２月１４日 飯山市柳新田 瀧澤治夫氏宅に算額（現存７３面目） 

   山崎実氏に連絡があり、北原（15日）・小林(20日)も確認した。 

算額の詳細 

（１） 寸 法 60cm×32.5cm  

（２） 奉納年 天保１１年７月 

（３） 流 派 関流 

（４） 奉納者  信州高井郡中村 関流六傳本山與右エ門宣智一弟子 

         信州高井郡犬飼村 関流七傳大硲
おおはざま

治助榮治門人 

       信州水内郡柳新田 瀧沢高蔵榮休 

（５） 容術２題 

（６） 奉納場所 飯山市常盤柳新田諏訪宮（建て直しの際、古い部材と共に瀧澤治夫氏

宅保管となり、新築なった諏訪宮に再掲額はされなかった） 

（７） 保管場所 飯山市常盤柳新田 瀧澤治夫宅 

 

28 ２０１１年３月１２日 新入会員 関口哲男氏 

   詳細は、会報掲載の自己紹介文をご覧下さい。 

 

29 ２０１１年３月１３日 「算額を作ろうコンクール」にて銅賞を受賞 

長野市立七二会中学校１年 和田佳珠（かすみ）さんの作品（内岩望氏指導） 

  江戸東京博物館にて表彰式→東北関東大震災のため中止となる。 

 

 



30 ２０１１年３月２８日 長野県和算研究会第８回幹事会 並びに 第８回算額見学会 

集合 ＪＲ飯山駅前 9:30 

（１）飯山市常盤柳新田瀧澤治夫氏宅にて算額等見学 

（２）飯山北高校にて、第６回総会に向けて協議 

 

 

● 長野県和算研究会会員による論文・図書の紹介（第 6期分） 

1  信濃史雑考 観音とそば          関 保男                自家版 2009.7.1 

2  和算家町田源左衛門の実像を求めて  小林博隆        『信濃』(信濃史学会) 2009.8号 

3  木曽の算額 「数学基礎」授業実践報告 伊藤栄一       2009.夏号高校のひろば vol72 

（日高教・高校教育研究委員会） 

4  和算書「算法少女」を読む         小寺 裕             ちくま学芸文庫 2009.11 

5  円線一致術                  北原 勲            『数学史研究』第 200号 

6  武水別神社八幡宮 復元奉納算額の解説  小林博隆        武水別神社発行 2010.1.17 

7  博学検定 江戸の数学           小寺 裕                技術評論社 2010 

8  法道寺善等の算変法            北原 勲                  自家版 2010.9.30 

９ 和算家と算額                 大室 昂   『千曲』（東信史学会）第１４６号 2011.2 

 

 

 

● 長野県和算研究会蔵の図書等の紹介（第 6期分） 

１ CD 『幻の算額』（ＰＤＦ版、生データ、製本用）  中村信弥氏寄贈  2009.08.06 

２ 『和算研究復刻 合本Ⅱ』 日本数学史学会発行           購入 2009.4.30 

３ 『和算研究復刻 合本Ⅲ』  日本数学史学会発行         購入 2009.5.22 

４ 二代目福田理軒謹製「本朝算者鑑見立番付」表及び手拭い  小寺裕氏寄贈 2009.9.26 

    →たくさん頂きましたので、ご希望の方は事務局までご連絡下さい。 

６ CD（事務局保管用）中村信弥先生作成電子書籍    中村信弥氏寄贈   2009.９.26  

→ご希望の方は、事務局までご連絡下さい。入力は iMacですのでWindowsで読む際

は変換が必要です（変換方法について詳解書あり）。 

７ 飯山北高等学校理数科１１期生課題研究集        北原勲氏寄贈  2010.4.1 

８ 『美しき魔方陣』久留島義太見参！鳴海風著      田中秀明氏寄贈   2010.9.4 

９  会報『和算かながわ』第２４号～第４４号   神奈川県和算研究会寄贈   2010.9.4 

       

 

 ※ 記載漏れの活動報告・論文・図書等について、情報をお寄せ下さい。（事務局） 


